








第５章 その他具体的な取り組み（掲載予定項目） 

  教育環境の充実 

（１）育成にむけた学校の教育環境整備 

【実施事業】   ＊マーカー部分は前回からの変更や検討事項となっています。 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

確かな学力の向上 学校教育課 

愛媛大学との共同研究をはじめ、関係機関と連

携し、きめ細かな指導の充実や学校の活性化等

の取り組みを推進します。 

継続 

道徳教育の推進 学校教育課 
すべての幼稚園・小中学校において、計画的な

道徳教育を実施します。 

継続 

人権教育の推進 学校教育課 

すべての幼稚園・小中学校において、同和教育

をはじめ、あらゆる差別の解消をめざした人権

教育の推進を図ります。 

継続 

スクールカウンセラー 学校教育課 

カウンセリングにより、問題行動などの予防・

解消を図り、子どもの豊かな心の育成を推進し

ます。 

※８中学校に配置 

継続 

ハートなんでも相談員 学校教育課 

児童生徒が気軽に話せる第三者として悩み、不

安、ストレス等を和らげ、問題行動や不登校等

の防止を図ります。 

※33小中学校に配置 

継続 

スクールソーシャルワ

ーカー 
学校教育課 

家庭、学校、地域など子どもの日常生活の中で

出会う様々な困難について、専門的立場から子

どもの側に立って調整します。 

※５小中学校・コスモスの家に配置 

継続 

小中学校におけるスポ

ーツ環境の充実 
学校教育課 

課外活動や運動部活動を推進し、子どもたちが

積極的にスポーツに親しむ習慣、意欲、能力を

育成します。 

継続 

信頼される小中学校づ

くり 
学校教育課 

学校支援ボランティア制度を活用して学校教

育の充実を図る一方、危機管理マニュアルを充

実し、研修や訓練などを計画的に実施します。 

継続 

１ 次世代からの継続かどうかを

判断するため、今回の資料用で

追加しています。 



幼児教育の振興 学校教育課 

幼稚園における地域交流活動を推進するとと

もに、私立幼稚園に通園する家庭に対し、経済

的負担を軽減するため、私立幼稚園就園奨励費

を支給します。 

継続 

幼稚園と小学校との連

携 
学校教育課 

小学校と幼稚園の連携のあり方等について、研

究を進めます。 

継続 

 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

小中学校における家庭

教育学級の充実 社会教育課 
各小中学校のＰＴＡで家庭教育学級を編成し、

学習活動を実施します。 
継続 

児童生徒健全育成地域

活動 社会教育課 

学校・ＰＴＡ等が一体となって組織された「児

童・生徒健全育成地域活動推進協議会」を中心

に、児童生徒の健全育成を目的として、研修会

や講演会の開催、家庭や地域における相談活動

などを行います。 

継続 

放課後子ども教室 社会教育課 

小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参

画を得て、子どもと共に学習やスポーツ、文化

活動、地域住民との交流活動等を実施します。 

現状：延べ 2,000 人 2か所 

充実 

 

 

  



  心の健やかな成長のために 

（１）児童健全育成 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

児童館 子育て支援

課 

児童に室内型の遊び場と健全な遊びを提供し、

その健康を増進するとともに情操を豊かにす

るための諸事業を行います。また、ボランティ

アの育成を図ります。 

継続 

自然ふれあい体験事業 
子育て支援

課 

「風の顔らんど・小島」の自然の中で、サマー

キャンプや自然観察会など自然体験活動をと

おして、児童の健全育成を図ります。 

継続 

少年少女発明クラブ 
子育て支援

課 

児童（小学 5・6 年生）が家庭や学校とは異な

った集団の中で、工作活動を通じて科学的な発

想を育成するとともに、創造性豊かな人間形成

を図ります。 

継続 

引きこもり・不登校対

策 

教育委員会 

総務課 

今治市適応指導教室（コスモスの家）を設置し、

引きこもりや不登校児童・生徒の支援を行いま

す。 

継続 

大三島少年自然の家 社会教育課 宿泊型の野外体験施設を設置し、児童生徒の健

全育成活動に取り組みます。 
継続 

少年悩み相談 
社会教育課 

学校教育課 

青少年センターにおいて、いじめ、不登校、非

行、家庭生活など青少年に関する悩みごとの相

談を実施しています。特に、いじめに関しては

「いじめ相談ホットライン」を設置して対応に

取り組みます。 

継続 

 

 

青少年の街頭補導 社会教育課 小中高生を対象に繁華街や公園周辺等の青少

年が集まりやすい場所を巡回指導します。 
継続 

ちびっこ広場の整備 市民生活課 

児童の豊かな情操と健康な身体を養うことを

目的に、自治会等が設置しているちびっこ広場

の整備の助成をします。 

継続 

児童手当 

子育て支援

課 

中学校卒業前までの児童を養育している方に

経済的支援を行い、児童の健全育成を図りま

す。 

継続 

 

２ 



（２）思春期保健対策の充実 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

小中学校における薬物

乱用防止教育 学校教育課 

外部講師を招いての講演会や研修を開催した

り、保健体育や学級活動をとおして、薬物の乱

用防止教育に取り組みます。 

継続 

小中学校における喫煙

防止教育 学校教育課 
保健体育や学級活動をとおして、計画的に喫煙

の防止を図ります。 

継続 

思春期における健康教

育 

学校教育課 

健康推進課 

学校との連携により、生徒や保護者等に対し、

性、薬物、たばこ・アルコール等生涯を通じた

健康づくりに関する指導を行います。 

継続 

思春期における性教育 
学校教育課 

健康推進課 

生徒や保護者等に対し、講話や研修をはじめ、

性教育に関する指導を行います。また、思春期

やせ症及び不健康やせに関する指導を行いま

す。 

継続 

 

 

（３）次代の親の育成 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

中高生の乳幼児とのふ

れあい体験 

学校教育課 

保育課 

中学校・高校の生徒と保育園児とのふれあい体

験学習を実施します。 
継続 

コミュニティ活動の育

成 市民生活課 

地域のコミュニティの活性化、連帯感の醸成を

目的に、各種行事やイベントなど小学校区単位

で実施する団体に助成します。 

継続 

男女共同参画意識の醸

成 人権啓発課 

男女が協力して家事や育児をすることの意義

などについて、フォーラムを開催するなど、男

女共同参画意識の啓発を行います。 

継続 

 



  要保護児童への対応 

（１）児童虐待防止対策の充実 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

要保護児童対策地域協

議会 

子育て支援

課 

要保護児童の適切な保護、家庭への適切な支援

を図るため、要保護児童対策地域協議会を設置

し、情報交換・支援内容に関する協議を行いま

す。 

継続 

子ども虐待防止講演会 子育て支援

課 

講演会を開催して、市民の意識啓発を図り、児

童虐待の防止に取り組む気運の醸成を行いま

す。 

継続 

児童虐待等の未然防

止・早期発見 

子育て支援

課 

児童虐待等の未然防止や早期発見を目的に、通

報体制の強化や市民への周知を図ります。 
継続 

子どもの権利擁護の推

進 

子育て支援

課 

啓発活動などを通じて、子どもたちが本来持つ

権利を尊重するとともに、必要な保護を効果的

に実施し、「子どもの最善の利益」の実現を目

指します。 

新規 

 

 

  

３ 



（２）母子家庭等の自立支援の推進 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

母子父子寡婦福祉資金

の貸付 

子育て支援

課 

母子・父子・寡婦における経済的自立や児童の

就学等に関する資金を貸し付けます。 
継続 

母子家庭等の就労支援 子育て支援

課 

ひとり親家庭における母親等の職業能力開発

のための講座受講費用や、就業に有利な一定の

資格を取得するまでの生活費について、一部助

成を行います。 

継続 

 

母子家庭等の自立支援

プログラム 

子育て支援

課 

ひとり親家庭における母親等の就業を支援す

るため、公共職業安定所等の関係機関と連携

し、自立支援計画を策定します。 

継続 

ひとり親家庭への介護

人の派遣 

子育て支援

課 

ひとり親家庭で一時的な介護や保育等が必要

な場合、介護人を派遣します。 
継続 

母子・父子相談 
子育て支援

課 

母子・父子自立支援員を配置して、ひとり親家

庭の生活の安定・自立に関する相談業務を実施

します。 

継続 

母子・父子家庭等への

情報提供 

子育て支援

課 

母子・父子家庭等に対し、自立支援に向けた情

報提供を行います。 
継続 

児童扶養手当 
子育て支援

課 

父親または母親と生計を異にする１８歳到達

後最初の年度末までの児童を養育している方

に対し、経済的支援を行います。 

継続 

 

母子家庭の医療費助成 保険年金課 

20 歳未満の子どもを扶養している母子家庭

の母親及びその子どもについて、医療費の自己

負担分を助成します。 

継続 

母子世帯等の保育料の

減免 保育課 

認可保育所における低所得の母子世帯等につ

いて、経済的負担の軽減を図るため、保育料の

減免制度を設けています。 

継続 

母子生活支援施設の運

営と整備 

子育て支援

課 

支援を必要とする母子世帯が、安心して自立に

向けた生活を営むことができるよう、母子生活

支援施設を効果的に運営するとともに、環境の

整備を図ります。 

新規 



（３）障害児特別支援教育施策の充実 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

認可保育所における障

害児保育 保育課 
各保育所において、障害児の受け入れを実施し

ています。 
継続 

幼稚園における特別支

援教育 学校教育課 
各幼稚園において、特別な配慮を要する幼児の

受け入れを実施します。 

継続 

障害に応じた教育指導

体制 学校教育課 

今治市教育支援委員会において新入生の現状

把握を行うとともに、各小中学校に校内教育支

援委員会を設置して、指導内容の充実を図りま

す。 

継続 

特別支援教育コーディ

ネーター 学校教育課 

小中学校に配置し、特別支援教育に関する内容

について相談を受け、個別の支援ができるよう

に関係者・機関と連絡調整を図ります。 

継続 

児童発達支援センター

「ひよこ園」 障害福祉課 

発達の不安や生活のしにくさのある就学前の

児童が通園し、日常生活の基本となる生活習慣

を養います。 

継続 

児童発達支援事業「ひ

よこ学級」（旧児童デイ

サービス） 

障害福祉課 

在宅や地域の幼稚園・保育所（園）に通ってい

る就学前の児童が通園し、機能回復訓練を行い

ます。 

継続 

児童発達支援事業「ほ

のぼの学級」 障害福祉課 

重度の知的障害と肢体不自由のある就学前の

児童を対象に日常生活動作、運動、機能訓練等

の療育を行います。 

継続 

レスパイトサービス事

業 障害福祉課 

在宅障害者（児）の介護者の疾病や、冠婚葬祭

等により介護が困難になった場合、一時的に障

害者（児）を預かります。 

現状：２か所 

継続 

障害者の自立支援対策 障害福祉課 

地域自立支援協議会等を通じて、障害者に関す

る福祉・保健・医療等のサービスを総合的に調

整します。 

 

継続 



障害者（児）相談 障害福祉課 
相談支援センターを設置して、障害者（児）の

生活一般に関する相談事業を実施します。 
継続 

発達障害支援への取り

組み 障害福祉課 

発達に課題のある乳幼児の早期発見・早期支援

を行うとともに、関係機関が連携を図りながら

総合的な支援を行うことにより、子育て家庭の

不安の軽減を図ります。 

継続 

障害児福祉手当 障害福祉課 

20 歳未満で重度の障害があるため、日常生活

において常時介護を必要とする障害児に支給

されます。 

継続 

特別児童扶養手当 子育て支援

課 

20 歳未満で身体または精神に障害のある児

童を監護している方に対し、経済的支援を行い

ます。 

継続 

重度心身障害者の医療

費助成 保険年金課 

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ・Ｂ○医取

得者について医療費の自己負担分を助成しま

す。 

継続 

 

 

  



  子育て支援の充実 

（１）保育サービスの充実 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

特定保育 保育課 

保護者がパート等で保育が困難な場合に、週２

～３日、あるいは午前中のみ等、個々のニーズ

に応じた柔軟な保育サービスを実施します。 

継続 

保育の質の向上 保育課 
各種団体等が実施する研修会への参加を促進

し、保育の質の向上を図ります。 
継続 

多子世帯の保育料の減

免 保育課 

同じ世帯から２人以上が同時に保育所や幼稚

園等に入所する場合、保育料を減免して多子世

帯の経済的負担を軽減します。 

継続 

（２）地域における子育て支援サービスの充実 

【実施事業】 

 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

わくわく子育てサロン

事業 

子育て支援

課 

児童館や子育て支援センター等の拠点施設が

ない地域の保育所等で、子育て中の親子が交

流・情報交換のできる場所を月数回程度提供し

ます。 

見直し・改善 

マイ保育園事業 子育て支援

課 

妊娠中から満３歳になるまでの乳幼児のいる

家庭を対象に、保育所を地域の子育て拠点施設

と位置づけ、子育て相談、子育て講座、園庭開

放、おためし一時保育（半日無料体験）等を行

います。 

継続 

子育てファミリー応援

ショップ事業 

子育て支援

課 

妊婦や就学前児童のいる世帯が、協賛店舗で買

い物をした際に市が交付する「子育て応援カー

ド」を提示すると、店独自の割引きなどのサー

ビスが受けられます。（事業の期間は、平成 29

年度まで） 

継続 

４ 



子育て応援ヘルパー派

遣事業 

子育て支援

課 

妊娠中や乳児を養育する方が体調不良等で家

事や育児が困難な家庭、２人以上の乳幼児を養

育する家庭等にヘルパーを派遣して、家事や育

児の援助を行います。 

継続 

子どもと家庭の相談 子育て支援

課 

家庭児童相談員を配置して、心配や悩みの個別

相談、巡回相談、電話相談を実施し、子どもと

家庭に関する助言・指導を行います。 

継続 

婦人相談 子育て支援

課 

婦人相談員を配置して、配偶者等からの暴力や

暴言等（ＤＶ）に関する悩み、子育てに関する

悩みなどについて、相談事業を行います。 

継続 

子育てプラザ（総合窓

口）の開設 

子育て支援

課 

子育て等に関する総合的な（相談）窓口を開設

します。 
継続 

幼稚園における子育て

支援 学校教育課 
地域の未就園児のいる家庭への情報提供や相

談事業を行います。 
継続 

幼稚園における園庭・

園舎の開放 学校教育課 
幼稚園の園庭・園舎を開放し、子育て相談や未

就園児の親子登園等を実施します。 
継続 

ブックスタート 社会教育課 

赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくりふ

れあうひとときを持つきっかけづくりのため、

乳児健診時に絵本を手渡します。 

継続 

絵本・紙芝居の読み聞

かせ 社会教育課 

図書館では、小さい頃から絵本や紙芝居に親し

んでもらうため、朗読ボランティアによる読み

聞かせを実施します。 

継続 

子育てサークル支援の

推進 

子育て支援

課 

地域の自主的な子育てサークルに対し、子育て

に関する情報提供や意見交換会を実施します。 
継続 

    

    

    

    

    

    



親支援プログラム 子育て支援

課 

ノーバディーズパーフェクトプログラム・ベビ

ープログラムを実施するファシリテーターを

養成し子育て中の親の不安や孤立感を和らげ、

親同士のつながりを深めるピアサポート関係

を構築します。 

新規 

のびのび教室 健康推進課 
育児不安や、育てにくさを感じる親への支援を

行います。 
新規 

発達フォロー相談及び

教室 健康推進課 

幼児健診後、フォローの必要な児の 2次相談や

フォロー教室の実施により、親子の支援を行い

ます。 

新規 

 

 

 

  



（３）子育て支援のネットワークづくり 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

地域子育てサポーター 子育て支援

課 

地域における子育て支援者として、子育て当事

者への情報提供や交流の仲立ち、子育てサーク

ルの支援等を行います。 

充実 

地域と子育て機関との

連携 

子育て支援

課 

 

福祉政策課 

地域の子育て機関と子育て世帯とのパイプ役

を行う民生委員・児童委員、主任児童委員の活

動を支援、推進します。 

また、地域の関係機関ができるだけ情報の共有

を図り、発達障害の早期発見や児童虐待の未然

防止等に努めます。 

[子育て支援課] 

充実 

 

[福祉政策課] 

継続 

スマイルママフェスタ 子育て支援

課 

子育ての孤立化が指摘される中、イベントを通

じて、地域や子育て支援に関わる方々で輪を作

り、子育て世帯を支えることで、笑顔であふれ

る今治市を目指す。 

新規 

バリママ子育て応援事

業 

子育て支援

課 

子育て中の「ママさん協力員」が毎月情報交換

を行い、ホームページに子育て支援サイト「が

んばりママ きらりんネット」を掲載し、子育

て家庭への情報発信を行います。 

また、子育てに関する情報を掲載・配布し、子

育て世帯への情報提供を行います。 

新規 

 

 

  



  仕事と家庭の両立 

（１）ワークライフバランスの推進 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの意識啓発 

子育て支援

課 

商工振興課 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現に向けて、国や県、民間企業、地域住民

等と連携を図りながら、意識啓発を図ります。 

[子育て支援課] 

充実 

[商工振興課] 

継続 

家庭や職場等における

男女共同参画 人権啓発課 

男女が共に家事・育児・介護等を分かち合い、

家庭生活と仕事や地域活動を両立することが

できるよう、意識啓発を行います。 

継続 

育児・介護休業制度の

普及啓発 商工振興課 

育児または家族の介護を行う労働者の職業生

活と家庭生活の両立が図られる雇用環境の整

備に向けて、周知活動を行います。 

継続 

父親の子育て参加 子育て支援

課 

父親が子育てに積極的に参加できるよう、国や

県、民間企業、地域住民等と連携を図りながら、

意識啓発を図ります。 

新規 

 

 

 

  

５ 



  生活環境の整備 

（１）住宅の確保・居住環境の確保 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

子育て世帯の居住の安

定の確保 住宅管理課 

就学前の子どものいる世帯の市営住宅におけ

る入居申込資格について、入居収入基準の緩和

を図っています。 

継続 

シックハウス対策 建築指導課 

化学物質を含有した新建材等から発せられる

室内空気汚染によって引き起こされる健康障

害（シックハウス症候群）を防止するため、建

築基準法に基づくシックハウス対策に係る規

制の適切な指導を行います。 

継続 

ユニバーサルデザイン

の推進 建築営繕課 

子育て世帯のみならず、できるだけ多くの人が

快適に利用できるよう、公共的施設のユニバー

サルデザイン化を図ります。 

継続 

 

 

 

  

６ 



  健康であるために 

（１）子どもや母親の健康の確保 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

母子健康手帳の交付 健康推進課 

妊娠中の母体の様子や出産後の子どもの健康

状態を記録するための母子健康手帳を妊娠の

できるだけ早い時期に交付します。 

継続 

 

出産準備教育（パパマ

マ学級) 健康推進課 

初めて出産する妊婦とその夫を支援するとと

もに、その不安を軽減し、乳幼児の健やかな成

長を図ります。 

継続 

低出生体重児への支援 健康推進課 

妊婦健診の充実や、母体の健康管理についての

指導を進めます。妊婦の喫煙・飲酒率を減らす

よう、指導を行います。 

新規 

産後うつへの支援 健康推進課 
新生児期の訪問を増やし、産後うつへの早期対

応を図ります。 
新規 

乳幼児歯科相談 健康推進課 
子どもの歯に関心を持ち、仕上げ磨きをする親

の割合を増やします。 
新規 

妊産婦・乳幼児家庭訪

問 健康推進課 

生活環境の変化が大きい妊娠・出産・育児の時

期に保健師が訪問指導を行うことにより、育児

不安の解消を図ります。また、ハイリスク妊

婦・乳幼児へのフォロー体制をはかります。 

継続 

乳幼児健康相談 健康推進課 

発育発達の節目ごと（４・７・10・12 か月）

に成長の確認（身体計測、個別相談等）、歯科

の相談指導を行い、子育て不安の解消を図りま

す。 

継続 

 

乳幼児健康診査 健康推進課 

乳児・１歳６か月児・３歳児に対する身体計測、

個別相談、内科健診、歯科健診などを行い、乳

幼児の健全育成と育児不安の軽減を図ります。 

継続 

医師による個別相談 健康推進課 

乳幼児期の育児不安、学校生活、友人関係等、

幅広い相談を行います。また、療育に関する相

談も行います。 

継続 

７ 



子どもの事故予防教育 健康推進課 

健診や家庭訪問の際にパンフレット等を配布

し、育児講座等により不慮の事故予防の周知を

図ります。 

継続 

不妊に関する支援 健康推進課 
不妊の相談や、特定不妊治療費助成制度の周知

などの支援を行います。 
継続 

 

 

（２）小児医療の充実 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

休日夜間小児医療・小

児初期救急医療 健康推進課 

休日・夜間における小児医療体制、小児の初期

救急医療体制を維持充実し、安心して暮らせる

まちづくりを推進します。＃８０００の普及に

努めます。 

継続 

乳幼児の医療費助成 保険年金課 
乳幼児が医療機関で治療を受けた場合、医療費

の自己負担分を助成します。 
継続 

児童の医療費助成（入

院） 保険年金課 

内容 小学生・中学生が入院した場合、医療費

の自己負担限度額まで払戻しをします。 

(中学生は平 26.4の診療分からが対象) 

充実 

未熟児養育事業 保険年金課 

未熟児のうち、指定養育医療機関の医師が入院

養育の必要性を認めた場合、医療費の自己負担

分を助成します。 

継続 

 

 

  



（３）食育の推進 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

離乳食講習 健康推進課 
保健センター等において、栄養士による講習会

を開催し、離乳食の適切な指導を図ります。 
継続 

乳幼児栄養相談 健康推進課 

離乳期・幼児期における栄養面での不安を解消

し、健全な食生活が送れるよう支援します。ま

た、医療との連携により、課題のある児へ適切

な支援を行います。 

新規 

保育所における食に関

する教育 保育課 

管理栄養士による食育講座の開催、チラシの配

布等をとおして、乳幼児期における食に関する

教育を推進します。 

継続 

幼稚園における食に関

する教育 学校教育課 

幼稚園だよりやパンフレット等の配布をとお

して、家庭における食習慣の重要性を周知しま

す。 

継続 

小中学校における食に

関する教育 学校教育課 
正しい食生活を推進し、小児生活習慣病の予

防・啓発を図ります。 
継続 

食に関する理解の促進 

農林振興課 

水産課 

学校給食課 

生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間

性を育むために食育に関する意識啓発、指導体

制の整備等を進めます。 

また、地産地消の推進にあわせ、有機農産物の

導入や地元の豊かな水産資源の活用を推進し

ます。 

継続 

 

 

 

  



  子どもを守るために 

（１）子どもを犯罪等の被害から守るための活動 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

有害情報の取り扱い

に関する啓発 社会教育課 

悪影響が懸念される性や暴力等の有害情報や、

インターネット・携帯電話等による犯罪被害か

ら子どもを守るため、関係機関が連携して有害

情報等の取り扱いに関する啓発活動を行いま

す。 

継続 

有害環境の調査・除去 社会教育課 

警察、ＰＴＡ、地域ボランティア、補導委員会

等との連携により、有害環境の情報共有に努め

ています。また、街頭補導や巡回指導時に有害

メディアの調査や回収を行い、善後策を検討し

ています。 

継続 

犯罪等に関する関係

機関・団体の意見交換 

社会教育課 

市民生活課 

警察、関係機関との意見交換を行い、犯罪に対

する気運の醸成を図っていきます。 継続 

防犯灯の設置促進 市民生活課 
犯罪予防の観点から、町内会等における防犯灯

の設置に対して助成します。 
継続 

地域住民による自主

防犯活動の推進 市民生活課 

市内 27 地区に防犯協会の支部があり、日頃か

ら地区の安全、安心な暮らしの推進に努めてい

ます。 

継続 

少年非行の防止と健

全育成活動の推進 市民生活課 
防犯協会と連携し、少年の非行防止、健全育成

活動の推進を図ります。 
継続 

教育相談体制の充実 学校教育課 
相談員及び関係機関と連携し、助言・支援を行

います。 
継続 

  

８ 



（２）安全な道路交通環境の整備 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

歩行空間のバリアフリ

ー化 道路課 

今治市交通バリアフリー基本構想に基づき、歩

車道分離、歩道の平坦性確保、視覚障害者誘導

用ブロックの設置等、歩行空間のバリアフリー

化を図ります。 

継続 

交通機関のバリアフリ

ー化 地域振興課 

高齢者や障害者、子どもの乗降時の安全性・利

便性の向上を図るため、公共交通機関のバリア

フリー化を推進します。 

継続 

 

交通安全に関する教育 市民生活課 

保育所、幼稚園、小学校等を中心に交通安全教

育を実施するとともに、広報活動を通じて子ど

もの交通安全意識の向上を図ります。 

継続 

チャイルドシートの利

用促進 市民生活課 

チャイルドシート設置の普及促進を行うとと

もに、正しい使用方法の指導や助言に努めま

す。 

継続 

交通災害遺児福祉手当 市民生活課 
交通災害遺児に対し、義務教育終了までの間、

一定額の支援を行います。 
継続 

 

 

（３）安全・安心なまちづくりの推進 

【実施事業】 

事業名 担当部署 事業内容 今後の方向性 

公園の管理 公園緑地課 
公園における遊具の点検、清掃等を定期的に実

施し、子どもの安全と環境整備を図ります。 
継続 

地域を中心とした安全

対策への取り組み 市民生活課 

関係ボランティアの協力のもと「きけん」の赤

旗を危険箇所へ設置。小学校へ入学する児童に

対して防犯ブザーを配布します。 

継続 
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