
今 治 市 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 

会 議 次 第 

 

日時 平成 29年 10月 26日（木）16時から 17時（予定） 

場所 今治市役所 第 1別館 10階 101会議室 

１ 開 会 

 

 

２ 会長・副会長選出 

 

 

３ 議 題 

  ○今治市子ども・子育て支援事業計画中間年の見直しについて【資料 1】 

 

 

○今治市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について【資料 2、3】 

 

 

４ 部会報告 

○教育・保育部会より【資料 4】 

 

 

  ○施設選定部会より【資料 5】 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉 会 



【１－１　時間外保育事業（延長保育事業）】
　ア　陸地部 　イ　島しょ部

【１－２　放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ）】

【１－４　一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり）】
　ア　陸地部 　イ　島しょ部

【１－４　一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外）】
　ア　陸地部 　イ　島しょ部

2,307 2,315
見直し後 18,894 19,144 見直し後 1,707 1,715

②－①
見直し前 10,674 10,924

②－①
見直し前

見直し後 35,520 35,520 見直し後 5,400 5,400

3,693 3,685

②確保の内容
見直し前 27,300 27,300

②確保の内容
見直し前 6,000 6,000

①量の見込み 見直しなし 16,626 16,376 ①量の見込み 見直しなし

平成30年度 平成31年度

見直し前 2,490 2,410
見直し後 431,441 430,273 見直し後 2,970 2,890

②－①
見直し前 746,261 745,093

②－①

(単位：人日） 平成30年度 平成31年度 (単位：人日）

②確保の内容
見直し前 915,600 915,600

②確保の内容
見直し前 4,800 4,800

見直し後 600,780 600,780 見直し後 5,280 5,280

(単位：人日） 平成30年度 平成31年度

①量の見込み
1号による利用 見直しなし 8,904 8,966

①量の見込み
1号による利用

(単位：人日） 平成30年度 平成31年度

見直しなし 0 0
2号による利用 見直しなし 160,435 161,541 2号による利用 見直しなし 2,310 2,390

④－③
見直し前 -70 0
見直し後 -135 0

④確保の内容(高学年)
見直し前 300 370
見直し後 300 436

③量の見込み(高学年)
見直し前 370 370
見直し後 435 436

②－①
見直し前 0 0
見直し後 0 0

②－①
見直し前 290 296

②－①
見直し前

②確保の内容(低学年）
見直し前 1,361 1,311
見直し後 1,461 1,476

(単位:人) 平成30年度 平成31年度

①量の見込み(低学年)
見直し前 1,361 1,311
見直し後 1,461 1,476

1,170 1,164 ①量の見込み 見直しなし

110 110

見直し後 1,203 1,209 見直し後 200 200

(単位：人日） 平成30年度 平成31年度 (単位：人日） 平成30年度 平成31年度

見直し後 2,373 2,373 見直し後 290 290

90 90

②確保の内容
見直し前 1,460 1,460

②確保の内容
見直し前 200 200

①量の見込み 見直しなし

資料１ 
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１子育て家庭を支える教育・保育事業の提供
　（2）教育・保育の量の見込み及び提供体制

ア陸地部

イ島しょ部

2

115 247 33 140 88 169 33 140

98 26 6 43 1 -18 20 76

0 0

0 0 0 0

17 221 27 97 87 187 13 64

115 247 33 140 88 169 33 140

平成28年度（計画） 平成28年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号 3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

3,055 1,947 361 1,051 2,622 1,587 313 882

1,805 -105 -83 124 421 265 28 60

2,275 1,310

21 108 11 31

1,250 2,052 444 927 2,201 1,322 285 822

780 1,947 340 943 1,312 1,587 302 851

平成28年度（計画） 平成28年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号 3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

1,287

1,120

2,275

3,395

1-2歳

（単位：人）

①量の見込み（必要利用定員総数）

認定こども園、幼稚園、保育所
（特定教育・保育施設）

291 840

1,557 302

0歳0歳 1-2歳

平成27年度（実績）

1,847 310 873 1,162

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

②小計

②-①

確保の
内容

平成27年度（計画）
1号 2号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）

-265 -118 69 523 173

1,847 331 981 2,897 1,557

21 108

1,735

3号
（3-5歳

教育のみ）

3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）

39

1号 2号 3号

20

28

311 879

9

851

2,108

2,112 449 912 2,374 1,384

1-2歳

①量の見込み（必要利用定員総数） 20 254 28 91 16 256 10 91

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳

（単位：人）

平成27年度（計画） 平成27年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号

115 247 33 140

確認を受けない幼稚園 0 0

認定こども園、幼稚園、保育所
（特定教育・保育施設） 115 247 33 140

地域型保育事業 0 0 0 0

②小計 115 247 33 140 115 247 33 140

②-① 95 -7 5 49 99 -9 23 49

確保の
内容

資料2



２子育て支援の充実
　（１）地域子ども・子育て支援事業の充実

【1-1 時間外保育事業（延長保育事業）】
ア陸地部 イ島しょ部

【1-2 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）】

3

【1-3 地域子育て支援拠点事業】

実績

7,726 6,050

7,726 7,726

8 8

0 1,676

平成28年度
計画 実績

97 0

80 80

-17 80

80

②-① -22 80②-① 245 1,196

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み 102 0①量の見込み 1,215 264

②確保の内容 1,460 1,460

平成27年度
計画 実績

（単位：人）

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み（低学年） 1,388 1,190

②確保の内容

平成28年度
計画 実績

1,201 269

1,460 1,460

259 1,191

平成28年度
計画 実績

1,393 1,285

80

③量の見込み（高学年） 370 127

④確保の内容（高学年） 100 116

②確保の内容（低学年） 1,388 1,165

②-① 0 -25

1,393 1,263

0 -22

370 128

150 104

②確保の内容

②-①

（単位：人回）

①量の見込み

平成27年度
計画 実績

7,674

④-③ -270 -11

5,176

7,674 7,674

8 8

0 2,498

月間延べ

実施か所数

-220 -24

平成28年度
計画



【1-4 一時預かり事業】
ア陸地部
（ア）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

（イ）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外

イ島しょ部
（ア）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

（イ）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外

4

平成28年度

計画 実績

3,946 531

6,000 6,000

2,054 5,469

平成28年度

計画 実績

0
371

2,481

2,400 2,400

-81 2,029

平成28年度
計画 実績

17,381 10,074

27,300 38,400

9,919 28,326

平成28年度
計画 実績

9,150
79,636

164,858

915,600 915,600

741,592 835,964

②確保の内容

①量の見込み
1号による利用

77,892
2号による利用 169,714

915,600 915,600

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

9,419

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

17,558 7,824

②-① 736,467 837,708

①量の見込み

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み
1号による利用 0

2号による利用

②確保の内容 27,300 33,780

②-① 9,742 25,956

②確保の内容 6,000 6,000

②-① 1,981 4,923

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 4,019 1,077

2,854

②確保の内容 2,400 2,400

②-① -454 2,397

3



【1-5 子育て短期支援事業】

【1-6 病児・病後児保育事業】

【1-7 ファミリー・サポート・センター事業】

5

【1-8 利用者支援事業】

0 0

0 0

平成28年度
計画 実績

3 2

3 2

平成28年度
計画 実績

3,491 3,836

3,491 3,836

1 1

平成28年度
計画 実績

7,631 0

1,500 0

-6,131 0

平成28年度
計画 実績

20 13

20 20

0 7

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

②-① 0 10

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 20 10

②確保の内容 20 20

②-① -7,753 0

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 7,753 0

②確保の内容 0 0

②-① 0 0

（単位：か所）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 3,538 6,833

②確保の内容
年間延べ 3,538 6,833

か所数 1 1

②-① -1 0

①量の見込み 3 2

②確保の内容 2 2



【1-9 乳児家庭全戸訪問事業】

【1-10 養育支援訪問事業】

6

【1-11 妊婦健診事業】

計画 実績

1,152 1,038

1,152 1,038

0 0

450 605

25 18

450 605

0 0

平成28年度

89 89

0 -15

平成28年度
計画 実績

25 18

平成28年度
計画 実績

1,201 1,062

1,201 1,047

（単位：人）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 1,217 1,113

②確保の内容
年間延べ 1,217 1,075

訪問者 89 89

②確保の内容
ヘルパー派遣 25 27

養護対応相談 450 497

②-① 0 -38

（単位：人、件数）
平成27年度

計画 実績

②確保の内容 1,168 1,082

②-① 0 40

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み 1,168 1,042

②-① 0 0

①量の見込み
ヘルパー派遣

養護対応相談 450 497

25 27



7 

 

２ 子育て支援の充実 

（２）保育サービスの充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

特定保育 

◆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。 

保育課 

子ども・子育て支援新制度

において、保育短時間認定

の対象となりました。 

保育の質の向上 

◆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。 

保育課 

保育協議会等が実施する各

種研修会へ参加しました。 

継続して行います。 

多子世帯の保育料の減免 

◆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

料の減免により多子世帯の経済的負

担を軽減します。 

保育課 

国の多子世帯の保育料減免

に加え、市独自の保護者負

担の軽減を行いました。 

継続して行います。 

 

（３）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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

わくわく子育てサロン事業 

◆児童館や地域子育て支援拠点事

業所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提

供します。 

子育て支援課 

2 箇所で実施しました。 

参加者数は延べ 455 人で

す。 

継続して行います。 

マイ保育園事業 

◆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。 

子育て支援課 

32 園で実施し、登録者数

は年度末で 1,013 人です。 

 

子育てファミリー応援ショップ

事業 

◆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、店独自の割引き等のサー

ビスが受けられます。（事業の期間

は、平成 29 年度まで） 

子育て支援課 

年度末の協賛店舗数は363

店舗です。 

平成 34 年度まで事業を延

長して行います。 

資料 3 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

子育て応援ヘルパー派遣事

業 

◆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。 

子育て支援課 

派遣回数は 56 回、計 110.5

時間の利用がありました。 

継続して行います。 

子どもと家庭の相談 

◆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。 

子育て支援課 

相談数は、延べ 777 件で

す。 

継続して行います。 

婦人相談 

◆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等につ

いて、相談事業を行います。 

子育て支援課 

相談数は、延べ 432 件で

す。 

継続して行います。 

子育てプラザ（総合窓口） 
◆子育て等に関する総合的な窓口

を設置し、相談等を行います。 
子育て支援課 

家庭児童相談員、婦人相談

員、母子・父子自立支援員

を配置しています。 

幼稚園における子育て支援 
◆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。 
学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

幼稚園における園庭・園舎の

開放 

◆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。 

学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

ブックスタート 

◆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。 

社会教育課 

平成 17 年 1 月より開始し

ています。 

継続して行います。 

絵本・紙芝居の読み 

聞かせ 

◆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。 

社会教育課 

中央図書館では毎日開催

しています。波方図書館、

大西図書館、大三島図書館

でも定期的に開催してい

ます。 

継続して行います。 

子育てサークル支援 

の推進 

◆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。 

子育て支援課 

登録サークル数は 6 団体

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

親支援プログラム 

◆参加者中心型の親支援プログラ

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

感を和らげ親同士が支えあう関係

を構築するとともに、リスクを抱え

る家庭に対しても親子が共に育ち、

育て合うための援助を行います。 

子育て支援課 

親支援プログラムを実施

し、子育て中の親の不安や

孤立感を和らげ親同士が

支えあう関係を構築しま

した。 

継続して行います。 

子育て個別相談 
◆育児不安や、育てにくさを感じる

親への支援を行います。 
健康推進課 

医師による相談を 4 回実

施しました。 

継続して行います。 

発達フォロー相談 

及び教室 

◆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。 

健康推進課 

2 次相談 23 回、フォロー

教室年 3 クール（1 クール

月 2 回×3 か月）実施しま

した。 

継続して行います。 

 

（４）子育て支援のネットワークづくり 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

地域子育てサポーター 

◆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。 

子育て支援課 
サポーター数は 26 人です。 

継続して行います。 

地域と子育て機関 

との連携 

◆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・児童委員、

主任児童委員の活動を支援、推進し

ます。 子育て支援課 

福祉政策課 

乳児家庭全戸訪問事業の訪

問数は 1,047 件です。 

継続して行います。 

◆地域の関係機関ができるだけ情報

の共有を図り、発達障がいの早期発

見や児童虐待の未然防止等に努めま

す。 

地域の関係機関が連携し、

情報の共有を図りました。 

継続して行います。 

スマイルママフェスタ 

◆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、笑顔があふれ

る今治市を目指します。 

子育て支援課 

平成 28年 10 月 23日（日）、

波止浜小学校及び波止浜公

民館にて開催しました。来

場者数は約 2,200 人です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

バリママ子育て応援事業 

◆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。 子育て支援課 

カンタンレシピやママのコ

ラム等、月 1 回「がんばり

ママ きらりんネット」に

掲載しました。 

継続して行います。 

◆子育てに関する情報誌を作成・配

布し、子育て世帯への情報提供を行

います。 

子育て情報を収集し、子育

て応援ガイドブックを作成

しました。 

継続して行います。 
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３ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

ワーク・ライフ・バランス 

の意識啓発 

◆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 

商工振興課 

国等から送付されるパン

フレット等の掲示を行い、

意識啓発を図りました。 

また、就職を希望する母親

への支援としてマザーズ

ジョブズサポート事業を

行いました。受講者数は延

べ 67人です。 

継続して行います。 

家庭や職場等における 

男女共同参画 

◆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。 

人権啓発課 

父と子の料理教室を開催

する等、男性の家事育児参

画意識の啓発を図りまし

た。 

継続して行います。 

育児・介護休業制度 

の普及啓発 

◆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。 

商工振興課 

国等から送付されるパン

フレット等を掲示し、周知

活動を行いました。 

継続して行います。 

父親の子育て参加 

◆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、イクメンプロジ

ェクトの推進等の意識啓発を図りま

す。 

子育て支援課 

国等から送付されるパン

フレット等の掲示を行い、

意識啓発を図りました。 

継続して行います。 

産後の休業及び育児休

業後における特定教育・

保育施設等の円滑な利

用の確保 

◆０歳児の子どもの保護者が、保育所

等への入所の時期を考慮して育児休業

の取得をためらったり、途中で切り上

げたりする状況を踏まえ、ニーズ調査

結果を分析しつつ、育児休業期間満了

時（原則１歳到達時）から利用を希望

する保護者が、円滑に質の高い保育を

利用できるよう、行政窓口並びに地域

子育て支援拠点事業所等の相談窓口の

充実に努めます。 

保育課 

行政窓口並びに地域子育

て支援拠点事業所等で、相

談窓口を整えました。 

継続して行います。 
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４ 教育環境の充実 

（１）育成に向けた学校の教育環境整備 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

確かな学力の向上 

◆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。 

学校教育課 

愛媛大学との共同研究によ

る、理論に裏付けされた実践

研究を通じ、成果と課題を明

らかにし、学力向上に向けて

指導の改善を図りました。 

継続して行います。 

道徳教育の推進 
◆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。 
学校教育課 

各小中学校で年間指導計画の

見直しを行い、児童生徒の実

態に即した道徳教育を実施し

ました。 

継続して行います。 

人権教育の推進 

◆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。 

学校教育課 

各小中学校において、授業公

開やＰＴＡの研修会、毎月 11

日の「人権の日」に合わせた

校内研修会等を実施しまし

た。 

継続して行います。 

スクールカウンセラー 

◆カウンセリングにより、問題行動等の

予防・解消を図り、ソーシャルワーカー

と連携しながら、子どもの豊かな心の育

成を推進します。 

学校教育課 

中学校 9 校を拠点校として、

スクールカウンセラーと学校

が連携して健全育成を図りま

した。 

継続して行います。 

ハートなんでも相談員 

◆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。 

学校教育課 

小中学校 28 校に配置し、地域

の相談員と学校が協力しなが

ら問題解決にあたりました。 

継続して行います。 

スクール 

ソーシャルワーカー 

◆家庭、学校、地域等、子どもの日常生

活の中で出会う様々な困難について、専

門的な知識・技術を用い、子どもの立場

に立って調整します。 

学校教育課 

様々な困難を抱えている児童

生徒や保護者に寄り添った相

談活動を行いました。 

継続して行います。 

小中学校における 

スポーツ環境の充実 

◆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。 

学校教育課 

課外活動や部活動を通じて継

続して推進しました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

信頼される小中学校づくり 

◆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

訓練等を計画的に実施します。 

学校教育課 

地域の人材を生かすととも

に、児童生徒の安全確保の

ため、研修や訓練等を行う

等、保護者や地域から信頼

される学校づくりに努めま

した。 

継続して行います。 

幼児教育の振興 

◆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。 

学校教育課 

新制度への移行を選択して

いない私立幼稚園に対し

て、幼稚園就園奨励費補助

金を交付しました。 

継続して行います。 

幼稚園・保育所・ 

小学校・中学校の連携 

◆幼稚園・保育所と小学校・中学校

の連携のあり方等について、研究を

進めます。 

学校教育課 

子育て支援課 

保育課 

スムーズな就学ができるよ

うに、各校それぞれで、幼

保小及び小中の連携を図り

ました。地域子育て支援モ

デル事業の中の 4 箇所で実

施しました。 

継続して行います。 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中学校における 

家庭教育学級の充実 

◆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。 
社会教育課 

市内 22 小学校、12 中学

校で 167 講座を実施し、

参加者数は、延べ 3,195

人です。 

継続して行います。 

児童生徒健全育成 

地域活動 

◆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

等を行います。 

社会教育課 

15 協議会で児童生徒健全

育成地域活動を行いまし

た。事業費は 4,860 千円

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

放課後子ども教室 

◆小学校の余裕教室等を活用し、地域

の方々の参画を得て、子どもたちに学

習やスポーツ、文化活動、地域住民と

の交流活動等の機会を提供します。 

社会教育課 

大西・宮窪の 2 箇所で実

施し、参加者数は延べ

2,459 人です。 

継続して行います。 

放課後子ども総合プラン 

◆一体型の放課後児童クラブ及び放

課後子ども教室については、放課後児

童クラブの充実を最優先に進めるこ

ととします。 

社会教育課 

子育て支援課 

放課後児童クラブの充実

を最優先に進め、一体型

事業についても、先進事

例等を研究し継続的に検

討を行いました。 

継続して行います。 

◆放課後児童クラブ及び放課後子ど

も教室の一体的、又は連携による実施

に関する具体的な方策については、放

課後児童クラブの充実を図り、安全安

心な放課後等の居場所の確保に努め

ます。 

小学校の空き教室の活用については、

学校教育に支障のない範囲で、学校施

設の開放を進めることとします。 

支援内容の充実を図るた

め、地域の方々の参画を

得て、学習や交流事業等

の取り組みを推進しまし

た。開設場所については、

学校施設の活用等継続的

に検討を行いました。 

継続して行います。 

◆小学校の余裕教室等の活用に関す

る具体的な方策については、今後と

も、小学校との連携を図り、積極的な

活用を目指します。 

放課後の居場所として、

安全かつ児童に負担の少

ない余裕教室の活用を基

本に、一時的な利用を含

めて、学校との連携を継

続して行いました。 

継続して行います。 

◆教育委員会と福祉部局の具体的な

連携に関する方策については、教育委

員会と子育て支援課で積極的な情報

交換と情報共有に努めます。 

放課後子ども総合プラン

運営協議会等で情報共

有・交換を行いました。 

継続して行います。 

◆地域の実情に応じた効果的な事業

の検討の場（運営協議会等）について

は、子ども・子育て会議等を通じ、検

討を行います。 

地域の実情把握に努め事

業の検討を行いました。 

継続して行います。 
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５ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

児童館 

◆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。 

子育て支援課 

地域や学校等との連携、児

童館のない地域等への積

極的な支援を実施しまし

た。 

継続して行います。 

自然ふれあい体験事業 

◆「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等、自然体

験活動をとおして、児童の健全育成を図

ります。 

子育て支援課 

小学校 1・2 年生は 52 人、

3・4 年生は 27 人、5・6

年生は 23 人、計 102 人が

参加しました。 

継続して行います。 

少年少女発明クラブ 

◆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。 

商工振興課 

全 25 回の講座を行い、38

人の会員で延べ 574 人が

受講しました。 

受講生の中には来年度も

受講したいとの声もあり

ました。 

継続して行います。 

引きこもり・不登校対策 

◆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。 

教育委員会 

総務課 

年度末の在籍者数は、中学

生 23 人です。 

継続して行います。 

大三島少年自然の家 
◆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。 
社会教育課 

利用者数は延べ 25,867 人

です。 

継続して行います。 

少年悩み相談 

◆青少年センターにおいて、いじめ、不

登校、非行、家庭生活等青少年に関する

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。 

社会教育課 

学校教育課 

様々な問題解決に向けて

活動しました。特にいじめ

に関しては「いじめ相談ホ

ットライン」を設置して相

談しやすい環境づくりに

努めました。相談数は 40

件です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

青少年の街頭補導 

◆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。 
社会教育課 

街頭補導は 981 回で、 

参加人数は延べ 4462 人で

す。 

継続して行います。 

ちびっこ広場の整備 

◆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。 

市民生活課 
補助金交付は 13 件です。 

継続して行います。 

児童手当 

◆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。 
子育て支援課 

国の制度に基づき実施し

ました。受給者数は 10,917

人です。 

継続して行います。 

（２）思春期保健対策の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中学校における 

薬物乱用防止教育 

◆外部講師を招いての講演会や研修を

開催し、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。 

学校教育課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして取り組

みました。 

継続して行います。 

小中学校における 

喫煙防止教育 

◆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。 
学校教育課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして取り組

みました。 

継続して行います。 

思春期における 

健康教育 

◆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。 

学校教育課 

健康推進課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして、取り

組みました。また、ふれ

あい体験学習により、自

分の健康を守る指導、命

を大切にする指導を実施

しました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

 

思春期における 

性教育 

◆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。 

 

学校教育課 

健康推進課 

学級活動や保健体育の授

業等をとおして、健康に

関する学習や性教育を行

いました。 

中学校３年生に妊婦体

験・乳児ふれあい体験学

習を実施しました。今後

実施校を増やしていきま

す。 

（３）次代の親の育成 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中高生の乳幼児との 

ふれあい体験 

◆小中学校・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。 

学校教育課 

保育課 

小中学校・高校の生徒と保育園児

とのふれあい体験学習を実施し

ました。 

継続して行います。 

コミュニティ活動の育成 

◆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

やイベント等、市内 27地区で実施

する団体に助成します。 

市民生活課 

市内 25 地区のコミュニティ推進

協議会等の団体に補助金を交付

しました。 

継続して行います。 

男女共同参画意識の醸成 

◆男女が協力して家事や育児をす

ることの意義等について、フォー

ラムを開催する等、男女共同参画

意識の啓発を行います。 

人権啓発課 

父と子の料理教室やフォーラム

今治を開催し、男女共同参画意識

の啓発を図りました。 

継続して行います。 
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６ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

要保護児童対策 

地域協議会 

◆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。 

子育て支援課 

代表者会議を年 1 回、実

務者会議を月 1 回実施し

ました。 

継続して行います。 

子ども虐待防止講演会 

◆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みま

す。 

子育て支援課 

講演会を平成 29 年 1 月

11 日（水）に開催しまし

た。参加人数は 111 人で

す。 

継続して行います。 

児童虐待等の未然防止・

早期発見 

◆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。 

子育て支援課 

ポスター、リーフレット

等を配布し、周知を行い

ました。 

継続して行います。 

子どもの権利擁護の推進 

◆啓発活動等を通じて、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。 

子育て支援課 

ポスター等の掲示を行

い、意識啓発を行いまし

た。 

継続して行います。 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子父子寡婦福祉資金 

の貸付 

◆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。 

子育て支援課 

県の制度に基づき母子・

父子家庭及び寡婦に対す

る貸付を実施しました。

貸付数は 44 件です。 

継続して行います。 

母子家庭等の就労支援 

◆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。 

子育て支援課 

母子・父子家庭の親に対

し、就労に向けた資格取

得期間の生活費等を助成

しました。助成数は 14 件

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子家庭等の自立支援 

プログラム 

◆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。 

子育て支援課 

公共職業安定所と連携

し、ひとり親家庭の親に

対し就業支援を行いまし

た。 

継続して行います。 

ひとり親家庭への介護人 

の派遣 

◆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。 

子育て支援課 

愛媛県母子寡婦福祉連合

会を通じて必要なサービ

スを提供しました。 

継続して行います。 

母子・父子相談 

◆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。 

子育て支援課 

母子・父子自立支援員を

配置し、経済的な相談を

実施しました。 

継続して行います。 

母子・父子家庭等への 

情報提供 

◆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。 
子育て支援課 

ひとり親家庭に必要な情

報提供を行いました。 

継続して行います。 

児童扶養手当 

◆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。 

子育て支援課 

国の制度に基づき児童扶

養手当制度を実施しまし

た。受給者数は 1,570 人

です。 

継続して行います。 

ひとり親家庭の医療費助成 

◆20 歳未満の子どもを扶養してい

るひとり親家庭の親及びその子ども

について、医療費の自己負担分を助成

します。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施

しました。 

継続して行います。 

母子世帯等の保育料 

の減免 

◆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、保育料の減免を行います。 

保育課 

国の母子世帯等の負担軽

減を踏まえたうえで、実

施しました。 

継続して行います。 

母子生活支援施設 

の運営と整備 

◆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。 

子育て支援課 

国の制度に基づき入所者

への支援を行いました。 

継続して行います。 
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（３）障がい児特別支援教育施策の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

認可保育所における 

障がい児保育 

◆各保育所において、障がい児の受け

入れを実施します。 
保育課 

障がい児の受け入れを行

いました。 

継続して行います。 

幼稚園における 

特別支援教育 

◆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。 
学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

障がいに応じた教育指導体

制 

◆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。 

学校教育課 

夏休み中に教育相談を実

施し、各小中学校の校内

教育支援委員会と連携し

た就学や進学の指導を行

いました。 

継続して行います。 

特別支援教育 

コーディネーター 

◆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。 

 

学校教育課 

全小中学校の特別支援コ

ーディネーターが参加す

る研修会を実施し、適正

な就学指導や進路指導が

できるよう努めました。 

継続して行います。 

児童発達支援センター 

「ひよこ園事業」 

◆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。 

障がい福祉課 
利用者数は 38 人です。 

継続して行います。 

児童発達支援事業 

「ひよこ学級」 

（旧児童デイサービス） 

◆在宅や地域の幼稚園・保育所に通っ

ている就学前の児童が通園し、機能回

復訓練を行います。 

障がい福祉課 
利用者数は 106 人です。 

継続して行います。 

児童発達支援事業 

「ほのぼの学級」 

◆重度の知的障がいと肢体不自由の

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。 

障がい福祉課 
利用者数は 13 人です。 

継続して行います。 

レスパイトサービス事業 

◆在宅障がい者（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、一時的に障がい者（児）を

預かります。 

障がい福祉課 
受給者数は 125 人です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

障がい者の自立支援対策 

◆地域自立支援協議会等を通じて、障

がい者に関する福祉・保健・医療等の

サービスを総合的に調整します。 

障がい福祉課 

地域自立支援協議会の開

催状況は、相談支援部会

12 回、就労支援部会 12

回、発達支援部会 5 回、

全体会１回開催しまし

た。 

継続して行います。 

障がい者（児）相談 

◆相談支援センターを設置して、障が

い者（児）の生活一般に関する相談事

業を実施します。 

障がい福祉課 

総合相談支援センター

2,031 件、障害者生活支援

センター1,656 件、今ねっ

と 414 件、ときめき 2,927

件の相談がありました。 

継続して行います。 

発達障がい支援への 

取り組み 

 

◆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。 

障がい福祉課 

発達支援センターの相談

件数は 1,790 件です。 

継続して行います。 

障害児福祉手当 

◆20 歳未満で重度の障がいがあるた

め、日常生活において常時介護を必要

とする障がい児に支給します。 

障がい福祉課 
認定者数は 87 人です。 

継続して行います。 

特別児童扶養手当 

◆20 歳未満で身体または精神に障が

い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。 
子育て支援課 

国の制度に基づき実施し

ました。受給者数は 357

人です。 

継続して行います。 

重度心身障がい者 

の医療費助成 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施

しました。 

継続して行います。 
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７ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子健康手帳の交付 

◆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。 

健康推進課 

妊娠のできるだけ早い時期

に手続きを行うよう啓発し

ました。 

継続して行います。 

出産準備教育 

（パパママ学級) 

◆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。 

健康推進課 

本庁は、年３コース（1 コ

ース 4 回）、支所は、状況

に応じて実施しました。 

継続して行います。 

低出生体重児への支援 

◆妊婦健康診査の充実や、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。 

健康推進課 

母子健康手帳交付時に妊婦

の喫煙・飲酒状況を確認し

指導を行いました。また、

家族の喫煙・飲酒状況も確

認し指導を行いました。 

継続して行います。 

産後うつへの支援 
◆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。 
健康推進課 

絵本を作成し、母子健康手

帳交付時やパパママ学級等

で産後うつについての情報

提供を行いました。また、

エジンバラ産後うつ質問票

を利用して早期支援を行い

ました。 

継続して行います。 

乳幼児歯科相談 
◆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。 
健康推進課 

歯科衛生士による乳児期か

らの指導を行いました。 

継続して行います。 

 

妊産婦・乳幼児家庭訪問 

◆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整えます。 

健康推進課 

出産後早い時期に全戸訪問

を行いました。医療機関と

連携し、ハイリスク妊婦・

乳児のフォローを行いまし

た。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

乳幼児健康相談 

◆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。 

健康推進課 

定期的な健康相談を行い、

成長の確認や保護者の心配

事・不安に随時対応しまし

た。 

継続して行います。 

乳幼児健康診査 

◆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

科健診等を行い、乳幼児の健全育成と

育児不安の軽減を図ります。 

健康推進課 

乳幼児の発育発達フォロー

と子育て不安の軽減に努め

ました。 

継続して行います。 

医師による個別相談 

◆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。 

健康推進課 

子育て個別相談は年 4 回、 

療育相談は年 3 回実施しま

した。 

継続して行います。 

子どもの事故予防教育 

◆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。 

健康推進課 

パンフレットを作成し、育

児講座や健康相談におい

て、子どもの事故予防につ

いて、周知を行いました。

継続して行います 

不妊に関する支援 
◆不妊の相談や、特定不妊治療費助成

制度の周知等の支援を行います。 
健康推進課 

制度を見直し利用しやすい

体制を整えました。 

特定不妊に加え、不育症治

療費助成を開始しました。 

継続して行います。 

 

（２）小児医療の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

休日夜間小児医療・小児

初期救急医療 

◆休日・夜間における小児医療体制に

ついて、医師会による小児の初期救急

医療体制を維持するために、医師会と

連携し、安心して暮らせるまちづくり

を推進します。小児救急電話相談（＃

８０００）*の普及に努めます。 

健康推進課 

パンフレットを作成し、家

庭訪問や健康相談等で配布

しました。かかりつけ医を

持つことについて、指導を

行いました。 

継続して行います。 

乳幼児の医療費助成 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施し

ました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

児童の医療費助成（入院） 

◆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。 
保険年金課 

対象者に対して助成を実施

しました。 

助成の対象範囲を平成 27

年 10 月より歯科通院にも

拡充しています。 

継続して行います。 

未熟児養育事業 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対して助成を実施

しました。 

継続して行います。 

 

＊小児救急電話相談（＃８０００） 

…小さな子どもをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の

診療を受けたほうがいいのか等判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができる事業    

【資料：厚生労働省】 
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（３）食育の推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

離乳食講習 

◆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。 

健康推進課 

本庁は 12 回、支所は随時実

施しました。 

継続して行います。 

乳幼児栄養相談 

◆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。 

健康推進課 

栄養相談資料を随時見直し

作成しました。管理栄養士

による定期的な相談を実施

しました。 

継続して行います。 

保育所における 

食に関する教育 

◆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。 

保育課 

引き続いて乳幼児期におけ

る食に関する教育を推進し

ました。 

継続して行います。 

幼稚園における 

食に関する教育 

◆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。 

学校教育課 

各幼稚園において実施しま

した。 

継続して行います。 

小中学校における 

食に関する教育 

◆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。 
学校教育課 

栄養教諭や学級担任を中心

として食の大切さを教育し

ました。 

継続して行います。 

食に関する理解の促進 

◆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。 

農林振興課 

水産課 

学校給食課 

「saisaiKIDS 倶楽部」を

JA、県、市連携で実施しま

した。参加児童数は 16 人で

す。また、学校給食への地

元産農水産物の活用を実施

しました。 

継続して行います。 
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８ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

有害情報の取り扱いに関

する啓発 

◆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。 

社会教育課 

補導委員の会等で啓発を

行いました。 

継続して行います。 

有害環境の調査・除去 

◆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、善後策を検討しま

す。 

社会教育課 

街頭補導や巡回指導時に

有害メディアの調査や回

収を行いました。 

継続して行います。 

犯罪等に関する関係機

関・団体の意見交換 

◆警察、関係機関との意見交換を行

い、犯罪防止を図ります。 

社会教育課 

市民生活課 

警察、関係機関との会等を

通じて、意見交換を行いま

した。 

継続して行います。 

防犯灯の設置促進 

◆犯罪予防の観点から、自治会、町内

会等における防犯灯の設置に対して

助成します。 

市民生活課 
補助金交付は 160 件です。 

継続して行います。 

地域住民による自主防犯

活動の推進 

◆市内 27 地区に防犯協会の支部があ

り、防犯パトロール、防犯キャンペー

ンやこどもまもり隊による活動等、日

頃から地区の安全、安心な暮らしの推

進に努めます。 

市民生活課 

学校教育課 

地域の見まもり隊やＰＴ

Ａ等の協力により、子ども

たちが安全に登下校でき

るよう指導を行いました。 

継続して行います。 

少年非行の防止と健全育

成活動の推進 

◆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。 
市民生活課 

防犯協会の各事業に参加

しました。 

継続して行います。 

教育相談体制の充実 
◆相談員及び関係機関と連携し、助

言・支援を行います。 
学校教育課 

相談員及び関係機関と連

携し、児童生徒の健全育成

に努めました。 

継続して行います。 

 

  



27 

 

（２）安全な道路交通環境の整備 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

歩行空間のバリアフリー化 

◆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、視覚障がい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。 

道路課 

平成 28年度までに 9路線で

整備を実施しました。 

継続して行います。 

交通機関のバリアフリー化 

◆高齢者や障がい者、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。 

地域振興課 

航路及びバス事業者は、船

舶及び車両更新に合わせ

て、バリアフリー基準適合

船舶及び車両を順次導入し

ました。 

継続して行います。 

交通安全に関する教育 

◆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。 

市民生活課 

交通安全教室実施数は 66件

です。 

継続して行います。 

交通災害遺児福祉手当 
◆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。 
市民生活課 

平成 28 年度は、該当者がお

りませんでした。 

継続して行います。 

（３）住宅の確保・居住環境の確保 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

子育て世帯居住の安定 

の確保 

◆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り

ます。 

住宅管理課 

小学校就学前の子どもがい

る世帯を裁量階層として入

居収入基準の緩和を図りま

した。 

継続して行います。 

  



28 

 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

シックハウス対策 

◆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がい（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。 

建築指導課 

建築基準法に基づくシック

ハウス対策に係る規制の適

切な指導を行っています。 

継続して行います。 

 

ユニバーサルデザイン 

の推進 

◆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。 建築営繕課 

多目的トイレを整備する際

には、手すりや十分な広さに

加えて、ベビーシート等を設

置し、乳児同伴者等多様な利

用者に配慮しました。（4 箇

所設置） 

継続して行います。 

 

（４）安全・安心なまちづくりの推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

公園の管理 

◆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。 

公園緑地課 

子どもが安全に公園を利

用できるよう、定期的な

遊具の点検や環境整備を

継続して行います。 

地域を中心とした 

安全対策への取り組み 

◆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。 

市民生活課 

今治及び伯方地区防犯協

会が、防犯ブザー・「き

けん」の赤旗を配布して

います。 
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平成 29年度 第 1回今治市子ども・子育て会議 教育・保育部会 

 

１ 日  時 平成 29年９月 20日（水）午後４時～午後５時 

２ 場  所 今治市役所 第２別館 11階 特別会議室３号 

３ 出席委員 泉浩徳委員、森一男委員、長野誠悟委員、谷本幸代委員、龍田三津子委 

員、菅千代美委員、越智瑞啓委員、長野千枝委員 

４ 欠席委員 なし 

５ 傍 聴 人 なし 

６ 内  容  

今治市子ども・子育て支援事業計画 中間年における教育・保育の量の見込み及び 

確保策の見直しについて 

（１）中間年における見直しの必要性 

  「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・ 

子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基 

本的な指針」（平成 26年内閣府告示第 159号）において、「法の施行後、支給認定 

を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、・・・認定区分に係る量の見込みと大き 

く乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。」 

とされていることによる。 

 

（２）見直しの要否の判断 

   ア 実績値と量の見込みの乖離状況を分析 

   イ 乖離が 10％以上ある場合は、原則量の見込みの見直しを行う。 

   ウ 10％の乖離が無い場合であっても、平成 29年度末以降も引き続き受け皿の 

整備を行わなければ、待機児童等の発生が見込まれる場合は見直しを行う。 

 

（３）具体的な算出方法 

   ア 「①(補正後の)推計児童数」 × 「②支給認定割合」を基本とする。 

    （ア）①については、ほぼ当初計画どおりに推移しているため、補正は行わ 

ない。 

    （イ）②は、支給認定区分ごとの「支給認定子どもの数／児童数」により算出 

      する。 

   イ その他、25～44歳の女性の就業率が平成 34年度までに 80％まで上昇する 

ことを考慮する。 

     ※今治市における H27.10.1時点の女性就業率(25～44歳)は 70.57％(今治市 

の統計 H29.3月版より) 

 

（４）見直し後の量の見込みに対する確保方策 

  保育の量の見込みだけではなく、当初計画策定時において想定していた確保内容 

と、現状の確保内容にも差異が生じていることから、これを修正するものとし、さ 

らに見直し後の平成 30年度、平成 31年度における「量の見込み」と当該修正後の 

確保内容を比較した結果、受け皿不足が見込まれる部分においては、新たな確保内 

容を盛り込むこととする。 

資料 4 
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平成 29年度 第 1回今治市子ども・子育て会議 施設選定部会 

 

１ 日 時 平成 29年７月 18日（火）午後 4時～午後 5時 

２ 場 所 今治市民会館 中会議室 ２号 

３ 出席委員 泉浩徳委員、野﨑幸子委員、御堂和貴委員、福田安民委員 

４ 欠席委員 清水正惠委員 

５ 傍 聴 人 なし 

６ 内 容  

（１） 平成 29年度幼保連携型認定こども園整備助成事業募集要領について 

今治市保育所等整備事業費補助金を受けて、幼保連携型認定こども園を整備す

るための募集内容及び審査方法並びに今後のスケジュール等について説明した。 

○事業の概要 

対象施設 設置主体 対象地域 選定施設数 

幼保連携型認定こども園（2号・3号認定の

利用定員が 100名程度）を整備し、平成 32

年４月１日までに認可を受け開設できる見

込みの施設 

学校法人 

社会福祉法人 

南中学校区域 １施設 

    ○スケジュール 

平成 29年７月 21日（金） 説明会の開催 

平成 29年７月 24日（月）～平成 29年８月 25日（金） 事前申込書の提出期間 

平成 29年８月 28日（月）～平成 29年 10月 20日（金） 事業計画書の提出期間 

平成 29年 11月中（予定） 
施設選定部会でプレゼンテーショ

ンおよびヒアリングの実施・選定 

平成 29年 11月中（予定） 事業者の決定・通知・公表 

（２） 平成 29年度病児保育施設整備助成事業募集要領について 

今治市病児保育施設整備等事業費補助金を受けて、病児保育施設を整備するた

めの募集内容及び審査方法並びに今後のスケジュール等について説明した。 

    ○事業の概要 

対象施設 設置主体 対象地域 選定施設数 

児童福祉法第６条の３第 13 項に基づく病

児保育事業で、病児対応型を実施する施設 

市内で病院、診療

所を経営する者 

市内全域 ２施設 

    ○スケジュール 

     平成 29年度幼保連携型認定こども園整備助成事業と同じ（説明会開催除く） 
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１子育て家庭を支える教育・保育事業の提供
　（2）教育・保育の量の見込み及び提供体制

ア陸地部

イ島しょ部

2

115 247 33 140 88 169 33 140

98 26 6 43 1 -18 20 76

0 0

0 0 0 0

17 221 27 97 87 187 13 64

115 247 33 140 88 169 33 140

平成28年度（計画） 平成28年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号 3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

3,055 1,947 361 1,051 2,622 1,587 313 882

1,805 -105 -83 124 421 265 28 60

2,275 1,310

21 108 11 31

1,250 2,052 444 927 2,201 1,322 285 822

780 1,947 340 943 1,312 1,587 302 851

平成28年度（計画） 平成28年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号 3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

1,287

1,120

2,275

3,395

1-2歳

（単位：人）

①量の見込み（必要利用定員総数）

認定こども園、幼稚園、保育所
（特定教育・保育施設）

291 840

1,557 302

0歳0歳 1-2歳

平成27年度（実績）

1,847 310 873 1,162

確認を受けない幼稚園

地域型保育事業

②小計

②-①

確保の
内容

平成27年度（計画）
1号 2号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）

-265 -118 69 523 173

1,847 331 981 2,897 1,557

21 108

1,735

3号
（3-5歳

教育のみ）

3号
（3-5歳

教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）

39

1号 2号 3号

20

28

311 879

9

851

2,108

2,112 449 912 2,374 1,384

1-2歳

①量の見込み（必要利用定員総数） 20 254 28 91 16 256 10 91

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳 1-2歳

（3-5歳
教育のみ）

（3-5歳
保育の必要

性あり）
0歳

（単位：人）

平成27年度（計画） 平成27年度（実績）
1号 2号 3号 1号 2号

115 247 33 140

確認を受けない幼稚園 0 0

認定こども園、幼稚園、保育所
（特定教育・保育施設） 115 247 33 140

地域型保育事業 0 0 0 0

②小計 115 247 33 140 115 247 33 140

②-① 95 -7 5 49 99 -9 23 49

確保の
内容

資料2



２子育て支援の充実
　（１）地域子ども・子育て支援事業の充実

【1-1 時間外保育事業（延長保育事業）】
ア陸地部 イ島しょ部

【1-2 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）】

3

【1-3 地域子育て支援拠点事業】

実績

7,726 6,050

7,726 7,726

8 8

0 1,676

平成28年度
計画 実績

97 0

80 80

-17 80

80

②-① -22 80②-① 245 1,196

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み 102 0①量の見込み 1,215 264

②確保の内容 1,460 1,460

平成27年度
計画 実績

（単位：人）

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み（低学年） 1,388 1,190

②確保の内容

平成28年度
計画 実績

1,201 269

1,460 1,460

259 1,191

平成28年度
計画 実績

1,393 1,285

80

③量の見込み（高学年） 370 127

④確保の内容（高学年） 100 116

②確保の内容（低学年） 1,388 1,165

②-① 0 -25

1,393 1,263

0 -22

370 128

150 104

②確保の内容

②-①

（単位：人回）

①量の見込み

平成27年度
計画 実績

7,674

④-③ -270 -11

5,176

7,674 7,674

8 8

0 2,498

月間延べ

実施か所数

-220 -24

平成28年度
計画



【1-4 一時預かり事業】
ア陸地部
（ア）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

（イ）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外

イ島しょ部
（ア）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

（イ）幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外

4

平成28年度

計画 実績

3,946 531

6,000 6,000

2,054 5,469

平成28年度

計画 実績

0
371

2,481

2,400 2,400

-81 2,029

平成28年度
計画 実績

17,381 10,074

27,300 38,400

9,919 28,326

平成28年度
計画 実績

9,150
79,636

164,858

915,600 915,600

741,592 835,964

②確保の内容

①量の見込み
1号による利用

77,892
2号による利用 169,714

915,600 915,600

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

9,419

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

17,558 7,824

②-① 736,467 837,708

①量の見込み

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み
1号による利用 0

2号による利用

②確保の内容 27,300 33,780

②-① 9,742 25,956

②確保の内容 6,000 6,000

②-① 1,981 4,923

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 4,019 1,077

2,854

②確保の内容 2,400 2,400

②-① -454 2,397

3



【1-5 子育て短期支援事業】

【1-6 病児・病後児保育事業】

【1-7 ファミリー・サポート・センター事業】

5

【1-8 利用者支援事業】

0 0

0 0

平成28年度
計画 実績

3 2

3 2

平成28年度
計画 実績

3,491 3,836

3,491 3,836

1 1

平成28年度
計画 実績

7,631 0

1,500 0

-6,131 0

平成28年度
計画 実績

20 13

20 20

0 7

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

②-① 0 10

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 20 10

②確保の内容 20 20

②-① -7,753 0

（単位：人日）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 7,753 0

②確保の内容 0 0

②-① 0 0

（単位：か所）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 3,538 6,833

②確保の内容
年間延べ 3,538 6,833

か所数 1 1

②-① -1 0

①量の見込み 3 2

②確保の内容 2 2



【1-9 乳児家庭全戸訪問事業】

【1-10 養育支援訪問事業】

6

【1-11 妊婦健診事業】

計画 実績

1,152 1,038

1,152 1,038

0 0

450 605

25 18

450 605

0 0

平成28年度

89 89

0 -15

平成28年度
計画 実績

25 18

平成28年度
計画 実績

1,201 1,062

1,201 1,047

（単位：人）
平成27年度

計画 実績

①量の見込み 1,217 1,113

②確保の内容
年間延べ 1,217 1,075

訪問者 89 89

②確保の内容
ヘルパー派遣 25 27

養護対応相談 450 497

②-① 0 -38

（単位：人、件数）
平成27年度

計画 実績

②確保の内容 1,168 1,082

②-① 0 40

（単位：人）
平成27年度

計画 実績
①量の見込み 1,168 1,042

②-① 0 0

①量の見込み
ヘルパー派遣

養護対応相談 450 497

25 27
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２ 子育て支援の充実 

（２）保育サービスの充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

特定保育 

◆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。 

保育課 

子ども・子育て支援新制度

において、保育短時間認定

の対象となりました。 

保育の質の向上 

◆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。 

保育課 

保育協議会等が実施する各

種研修会へ参加しました。 

継続して行います。 

多子世帯の保育料の減免 

◆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

料の減免により多子世帯の経済的負

担を軽減します。 

保育課 

国の多子世帯の保育料減免

に加え、市独自の保護者負

担の軽減を行いました。 

継続して行います。 

 

（３）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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

わくわく子育てサロン事業 

◆児童館や地域子育て支援拠点事

業所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提

供します。 

子育て支援課 

2 箇所で実施しました。 

参加者数は延べ 455 人で

す。 

継続して行います。 

マイ保育園事業 

◆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。 

子育て支援課 

32 園で実施し、登録者数

は年度末で 1,013 人です。 

 

子育てファミリー応援ショップ

事業 

◆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、店独自の割引き等のサー

ビスが受けられます。（事業の期間

は、平成 29 年度まで） 

子育て支援課 

年度末の協賛店舗数は363

店舗です。 

平成 34 年度まで事業を延

長して行います。 

資料 3 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

子育て応援ヘルパー派遣事

業 

◆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。 

子育て支援課 

派遣回数は 56 回、計 110.5

時間の利用がありました。 

継続して行います。 

子どもと家庭の相談 

◆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。 

子育て支援課 

相談数は、延べ 777 件で

す。 

継続して行います。 

婦人相談 

◆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等につ

いて、相談事業を行います。 

子育て支援課 

相談数は、延べ 432 件で

す。 

継続して行います。 

子育てプラザ（総合窓口） 
◆子育て等に関する総合的な窓口

を設置し、相談等を行います。 
子育て支援課 

家庭児童相談員、婦人相談

員、母子・父子自立支援員

を配置しています。 

幼稚園における子育て支援 
◆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。 
学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

幼稚園における園庭・園舎の

開放 

◆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。 

学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

ブックスタート 

◆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。 

社会教育課 

平成 17 年 1 月より開始し

ています。 

継続して行います。 

絵本・紙芝居の読み 

聞かせ 

◆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。 

社会教育課 

中央図書館では毎日開催

しています。波方図書館、

大西図書館、大三島図書館

でも定期的に開催してい

ます。 

継続して行います。 

子育てサークル支援 

の推進 

◆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。 

子育て支援課 

登録サークル数は 6 団体

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

親支援プログラム 

◆参加者中心型の親支援プログラ

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

感を和らげ親同士が支えあう関係

を構築するとともに、リスクを抱え

る家庭に対しても親子が共に育ち、

育て合うための援助を行います。 

子育て支援課 

親支援プログラムを実施

し、子育て中の親の不安や

孤立感を和らげ親同士が

支えあう関係を構築しま

した。 

継続して行います。 

子育て個別相談 
◆育児不安や、育てにくさを感じる

親への支援を行います。 
健康推進課 

医師による相談を 4 回実

施しました。 

継続して行います。 

発達フォロー相談 

及び教室 

◆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。 

健康推進課 

2 次相談 23 回、フォロー

教室年 3 クール（1 クール

月 2 回×3 か月）実施しま

した。 

継続して行います。 

 

（４）子育て支援のネットワークづくり 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

地域子育てサポーター 

◆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。 

子育て支援課 
サポーター数は 26 人です。 

継続して行います。 

地域と子育て機関 

との連携 

◆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・児童委員、

主任児童委員の活動を支援、推進し

ます。 子育て支援課 

福祉政策課 

乳児家庭全戸訪問事業の訪

問数は 1,047 件です。 

継続して行います。 

◆地域の関係機関ができるだけ情報

の共有を図り、発達障がいの早期発

見や児童虐待の未然防止等に努めま

す。 

地域の関係機関が連携し、

情報の共有を図りました。 

継続して行います。 

スマイルママフェスタ 

◆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、笑顔があふれ

る今治市を目指します。 

子育て支援課 

平成 28年 10 月 23日（日）、

波止浜小学校及び波止浜公

民館にて開催しました。来

場者数は約 2,200 人です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

バリママ子育て応援事業 

◆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。 子育て支援課 

カンタンレシピやママのコ

ラム等、月 1 回「がんばり

ママ きらりんネット」に

掲載しました。 

継続して行います。 

◆子育てに関する情報誌を作成・配

布し、子育て世帯への情報提供を行

います。 

子育て情報を収集し、子育

て応援ガイドブックを作成

しました。 

継続して行います。 
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３ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

ワーク・ライフ・バランス 

の意識啓発 

◆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 

商工振興課 

国等から送付されるパン

フレット等の掲示を行い、

意識啓発を図りました。 

また、就職を希望する母親

への支援としてマザーズ

ジョブズサポート事業を

行いました。受講者数は延

べ 67人です。 

継続して行います。 

家庭や職場等における 

男女共同参画 

◆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。 

人権啓発課 

父と子の料理教室を開催

する等、男性の家事育児参

画意識の啓発を図りまし

た。 

継続して行います。 

育児・介護休業制度 

の普及啓発 

◆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。 

商工振興課 

国等から送付されるパン

フレット等を掲示し、周知

活動を行いました。 

継続して行います。 

父親の子育て参加 

◆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、イクメンプロジ

ェクトの推進等の意識啓発を図りま

す。 

子育て支援課 

国等から送付されるパン

フレット等の掲示を行い、

意識啓発を図りました。 

継続して行います。 

産後の休業及び育児休

業後における特定教育・

保育施設等の円滑な利

用の確保 

◆０歳児の子どもの保護者が、保育所

等への入所の時期を考慮して育児休業

の取得をためらったり、途中で切り上

げたりする状況を踏まえ、ニーズ調査

結果を分析しつつ、育児休業期間満了

時（原則１歳到達時）から利用を希望

する保護者が、円滑に質の高い保育を

利用できるよう、行政窓口並びに地域

子育て支援拠点事業所等の相談窓口の

充実に努めます。 

保育課 

行政窓口並びに地域子育

て支援拠点事業所等で、相

談窓口を整えました。 

継続して行います。 
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４ 教育環境の充実 

（１）育成に向けた学校の教育環境整備 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

確かな学力の向上 

◆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。 

学校教育課 

愛媛大学との共同研究によ

る、理論に裏付けされた実践

研究を通じ、成果と課題を明

らかにし、学力向上に向けて

指導の改善を図りました。 

継続して行います。 

道徳教育の推進 
◆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。 
学校教育課 

各小中学校で年間指導計画の

見直しを行い、児童生徒の実

態に即した道徳教育を実施し

ました。 

継続して行います。 

人権教育の推進 

◆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。 

学校教育課 

各小中学校において、授業公

開やＰＴＡの研修会、毎月 11

日の「人権の日」に合わせた

校内研修会等を実施しまし

た。 

継続して行います。 

スクールカウンセラー 

◆カウンセリングにより、問題行動等の

予防・解消を図り、ソーシャルワーカー

と連携しながら、子どもの豊かな心の育

成を推進します。 

学校教育課 

中学校 9 校を拠点校として、

スクールカウンセラーと学校

が連携して健全育成を図りま

した。 

継続して行います。 

ハートなんでも相談員 

◆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。 

学校教育課 

小中学校 28 校に配置し、地域

の相談員と学校が協力しなが

ら問題解決にあたりました。 

継続して行います。 

スクール 

ソーシャルワーカー 

◆家庭、学校、地域等、子どもの日常生

活の中で出会う様々な困難について、専

門的な知識・技術を用い、子どもの立場

に立って調整します。 

学校教育課 

様々な困難を抱えている児童

生徒や保護者に寄り添った相

談活動を行いました。 

継続して行います。 

小中学校における 

スポーツ環境の充実 

◆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。 

学校教育課 

課外活動や部活動を通じて継

続して推進しました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

信頼される小中学校づくり 

◆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

訓練等を計画的に実施します。 

学校教育課 

地域の人材を生かすととも

に、児童生徒の安全確保の

ため、研修や訓練等を行う

等、保護者や地域から信頼

される学校づくりに努めま

した。 

継続して行います。 

幼児教育の振興 

◆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。 

学校教育課 

新制度への移行を選択して

いない私立幼稚園に対し

て、幼稚園就園奨励費補助

金を交付しました。 

継続して行います。 

幼稚園・保育所・ 

小学校・中学校の連携 

◆幼稚園・保育所と小学校・中学校

の連携のあり方等について、研究を

進めます。 

学校教育課 

子育て支援課 

保育課 

スムーズな就学ができるよ

うに、各校それぞれで、幼

保小及び小中の連携を図り

ました。地域子育て支援モ

デル事業の中の 4 箇所で実

施しました。 

継続して行います。 

（２）家庭や地域の教育力の向上 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中学校における 

家庭教育学級の充実 

◆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。 
社会教育課 

市内 22 小学校、12 中学

校で 167 講座を実施し、

参加者数は、延べ 3,195

人です。 

継続して行います。 

児童生徒健全育成 

地域活動 

◆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

等を行います。 

社会教育課 

15 協議会で児童生徒健全

育成地域活動を行いまし

た。事業費は 4,860 千円

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

放課後子ども教室 

◆小学校の余裕教室等を活用し、地域

の方々の参画を得て、子どもたちに学

習やスポーツ、文化活動、地域住民と

の交流活動等の機会を提供します。 

社会教育課 

大西・宮窪の 2 箇所で実

施し、参加者数は延べ

2,459 人です。 

継続して行います。 

放課後子ども総合プラン 

◆一体型の放課後児童クラブ及び放

課後子ども教室については、放課後児

童クラブの充実を最優先に進めるこ

ととします。 

社会教育課 

子育て支援課 

放課後児童クラブの充実

を最優先に進め、一体型

事業についても、先進事

例等を研究し継続的に検

討を行いました。 

継続して行います。 

◆放課後児童クラブ及び放課後子ど

も教室の一体的、又は連携による実施

に関する具体的な方策については、放

課後児童クラブの充実を図り、安全安

心な放課後等の居場所の確保に努め

ます。 

小学校の空き教室の活用については、

学校教育に支障のない範囲で、学校施

設の開放を進めることとします。 

支援内容の充実を図るた

め、地域の方々の参画を

得て、学習や交流事業等

の取り組みを推進しまし

た。開設場所については、

学校施設の活用等継続的

に検討を行いました。 

継続して行います。 

◆小学校の余裕教室等の活用に関す

る具体的な方策については、今後と

も、小学校との連携を図り、積極的な

活用を目指します。 

放課後の居場所として、

安全かつ児童に負担の少

ない余裕教室の活用を基

本に、一時的な利用を含

めて、学校との連携を継

続して行いました。 

継続して行います。 

◆教育委員会と福祉部局の具体的な

連携に関する方策については、教育委

員会と子育て支援課で積極的な情報

交換と情報共有に努めます。 

放課後子ども総合プラン

運営協議会等で情報共

有・交換を行いました。 

継続して行います。 

◆地域の実情に応じた効果的な事業

の検討の場（運営協議会等）について

は、子ども・子育て会議等を通じ、検

討を行います。 

地域の実情把握に努め事

業の検討を行いました。 

継続して行います。 
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５ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

児童館 

◆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。 

子育て支援課 

地域や学校等との連携、児

童館のない地域等への積

極的な支援を実施しまし

た。 

継続して行います。 

自然ふれあい体験事業 

◆「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等、自然体

験活動をとおして、児童の健全育成を図

ります。 

子育て支援課 

小学校 1・2 年生は 52 人、

3・4 年生は 27 人、5・6

年生は 23 人、計 102 人が

参加しました。 

継続して行います。 

少年少女発明クラブ 

◆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。 

商工振興課 

全 25 回の講座を行い、38

人の会員で延べ 574 人が

受講しました。 

受講生の中には来年度も

受講したいとの声もあり

ました。 

継続して行います。 

引きこもり・不登校対策 

◆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。 

教育委員会 

総務課 

年度末の在籍者数は、中学

生 23 人です。 

継続して行います。 

大三島少年自然の家 
◆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。 
社会教育課 

利用者数は延べ 25,867 人

です。 

継続して行います。 

少年悩み相談 

◆青少年センターにおいて、いじめ、不

登校、非行、家庭生活等青少年に関する

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。 

社会教育課 

学校教育課 

様々な問題解決に向けて

活動しました。特にいじめ

に関しては「いじめ相談ホ

ットライン」を設置して相

談しやすい環境づくりに

努めました。相談数は 40

件です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

青少年の街頭補導 

◆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。 
社会教育課 

街頭補導は 981 回で、 

参加人数は延べ 4462 人で

す。 

継続して行います。 

ちびっこ広場の整備 

◆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。 

市民生活課 
補助金交付は 13 件です。 

継続して行います。 

児童手当 

◆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。 
子育て支援課 

国の制度に基づき実施し

ました。受給者数は 10,917

人です。 

継続して行います。 

（２）思春期保健対策の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中学校における 

薬物乱用防止教育 

◆外部講師を招いての講演会や研修を

開催し、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。 

学校教育課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして取り組

みました。 

継続して行います。 

小中学校における 

喫煙防止教育 

◆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。 
学校教育課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして取り組

みました。 

継続して行います。 

思春期における 

健康教育 

◆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。 

学校教育課 

健康推進課 

全小中学校において、学

級活動や保健体育の授

業、外部講師を招いての

講演等をとおして、取り

組みました。また、ふれ

あい体験学習により、自

分の健康を守る指導、命

を大切にする指導を実施

しました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

 

思春期における 

性教育 

◆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。 

 

学校教育課 

健康推進課 

学級活動や保健体育の授

業等をとおして、健康に

関する学習や性教育を行

いました。 

中学校３年生に妊婦体

験・乳児ふれあい体験学

習を実施しました。今後

実施校を増やしていきま

す。 

（３）次代の親の育成 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

小中高生の乳幼児との 

ふれあい体験 

◆小中学校・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。 

学校教育課 

保育課 

小中学校・高校の生徒と保育園児

とのふれあい体験学習を実施し

ました。 

継続して行います。 

コミュニティ活動の育成 

◆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

やイベント等、市内 27地区で実施

する団体に助成します。 

市民生活課 

市内 25 地区のコミュニティ推進

協議会等の団体に補助金を交付

しました。 

継続して行います。 

男女共同参画意識の醸成 

◆男女が協力して家事や育児をす

ることの意義等について、フォー

ラムを開催する等、男女共同参画

意識の啓発を行います。 

人権啓発課 

父と子の料理教室やフォーラム

今治を開催し、男女共同参画意識

の啓発を図りました。 

継続して行います。 
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６ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

要保護児童対策 

地域協議会 

◆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。 

子育て支援課 

代表者会議を年 1 回、実

務者会議を月 1 回実施し

ました。 

継続して行います。 

子ども虐待防止講演会 

◆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みま

す。 

子育て支援課 

講演会を平成 29 年 1 月

11 日（水）に開催しまし

た。参加人数は 111 人で

す。 

継続して行います。 

児童虐待等の未然防止・

早期発見 

◆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。 

子育て支援課 

ポスター、リーフレット

等を配布し、周知を行い

ました。 

継続して行います。 

子どもの権利擁護の推進 

◆啓発活動等を通じて、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。 

子育て支援課 

ポスター等の掲示を行

い、意識啓発を行いまし

た。 

継続して行います。 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子父子寡婦福祉資金 

の貸付 

◆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。 

子育て支援課 

県の制度に基づき母子・

父子家庭及び寡婦に対す

る貸付を実施しました。

貸付数は 44 件です。 

継続して行います。 

母子家庭等の就労支援 

◆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。 

子育て支援課 

母子・父子家庭の親に対

し、就労に向けた資格取

得期間の生活費等を助成

しました。助成数は 14 件

です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子家庭等の自立支援 

プログラム 

◆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。 

子育て支援課 

公共職業安定所と連携

し、ひとり親家庭の親に

対し就業支援を行いまし

た。 

継続して行います。 

ひとり親家庭への介護人 

の派遣 

◆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。 

子育て支援課 

愛媛県母子寡婦福祉連合

会を通じて必要なサービ

スを提供しました。 

継続して行います。 

母子・父子相談 

◆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。 

子育て支援課 

母子・父子自立支援員を

配置し、経済的な相談を

実施しました。 

継続して行います。 

母子・父子家庭等への 

情報提供 

◆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。 
子育て支援課 

ひとり親家庭に必要な情

報提供を行いました。 

継続して行います。 

児童扶養手当 

◆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。 

子育て支援課 

国の制度に基づき児童扶

養手当制度を実施しまし

た。受給者数は 1,570 人

です。 

継続して行います。 

ひとり親家庭の医療費助成 

◆20 歳未満の子どもを扶養してい

るひとり親家庭の親及びその子ども

について、医療費の自己負担分を助成

します。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施

しました。 

継続して行います。 

母子世帯等の保育料 

の減免 

◆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、保育料の減免を行います。 

保育課 

国の母子世帯等の負担軽

減を踏まえたうえで、実

施しました。 

継続して行います。 

母子生活支援施設 

の運営と整備 

◆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。 

子育て支援課 

国の制度に基づき入所者

への支援を行いました。 

継続して行います。 
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（３）障がい児特別支援教育施策の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

認可保育所における 

障がい児保育 

◆各保育所において、障がい児の受け

入れを実施します。 
保育課 

障がい児の受け入れを行

いました。 

継続して行います。 

幼稚園における 

特別支援教育 

◆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。 
学校教育課 

各幼稚園において実施し

ました。 

継続して行います。 

障がいに応じた教育指導体

制 

◆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。 

学校教育課 

夏休み中に教育相談を実

施し、各小中学校の校内

教育支援委員会と連携し

た就学や進学の指導を行

いました。 

継続して行います。 

特別支援教育 

コーディネーター 

◆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。 

 

学校教育課 

全小中学校の特別支援コ

ーディネーターが参加す

る研修会を実施し、適正

な就学指導や進路指導が

できるよう努めました。 

継続して行います。 

児童発達支援センター 

「ひよこ園事業」 

◆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。 

障がい福祉課 
利用者数は 38 人です。 

継続して行います。 

児童発達支援事業 

「ひよこ学級」 

（旧児童デイサービス） 

◆在宅や地域の幼稚園・保育所に通っ

ている就学前の児童が通園し、機能回

復訓練を行います。 

障がい福祉課 
利用者数は 106 人です。 

継続して行います。 

児童発達支援事業 

「ほのぼの学級」 

◆重度の知的障がいと肢体不自由の

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。 

障がい福祉課 
利用者数は 13 人です。 

継続して行います。 

レスパイトサービス事業 

◆在宅障がい者（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、一時的に障がい者（児）を

預かります。 

障がい福祉課 
受給者数は 125 人です。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

障がい者の自立支援対策 

◆地域自立支援協議会等を通じて、障

がい者に関する福祉・保健・医療等の

サービスを総合的に調整します。 

障がい福祉課 

地域自立支援協議会の開

催状況は、相談支援部会

12 回、就労支援部会 12

回、発達支援部会 5 回、

全体会１回開催しまし

た。 

継続して行います。 

障がい者（児）相談 

◆相談支援センターを設置して、障が

い者（児）の生活一般に関する相談事

業を実施します。 

障がい福祉課 

総合相談支援センター

2,031 件、障害者生活支援

センター1,656 件、今ねっ

と 414 件、ときめき 2,927

件の相談がありました。 

継続して行います。 

発達障がい支援への 

取り組み 

 

◆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。 

障がい福祉課 

発達支援センターの相談

件数は 1,790 件です。 

継続して行います。 

障害児福祉手当 

◆20 歳未満で重度の障がいがあるた

め、日常生活において常時介護を必要

とする障がい児に支給します。 

障がい福祉課 
認定者数は 87 人です。 

継続して行います。 

特別児童扶養手当 

◆20 歳未満で身体または精神に障が

い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。 
子育て支援課 

国の制度に基づき実施し

ました。受給者数は 357

人です。 

継続して行います。 

重度心身障がい者 

の医療費助成 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施

しました。 

継続して行います。 
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７ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

母子健康手帳の交付 

◆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。 

健康推進課 

妊娠のできるだけ早い時期

に手続きを行うよう啓発し

ました。 

継続して行います。 

出産準備教育 

（パパママ学級) 

◆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。 

健康推進課 

本庁は、年３コース（1 コ

ース 4 回）、支所は、状況

に応じて実施しました。 

継続して行います。 

低出生体重児への支援 

◆妊婦健康診査の充実や、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。 

健康推進課 

母子健康手帳交付時に妊婦

の喫煙・飲酒状況を確認し

指導を行いました。また、

家族の喫煙・飲酒状況も確

認し指導を行いました。 

継続して行います。 

産後うつへの支援 
◆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。 
健康推進課 

絵本を作成し、母子健康手

帳交付時やパパママ学級等

で産後うつについての情報

提供を行いました。また、

エジンバラ産後うつ質問票

を利用して早期支援を行い

ました。 

継続して行います。 

乳幼児歯科相談 
◆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。 
健康推進課 

歯科衛生士による乳児期か

らの指導を行いました。 

継続して行います。 

 

妊産婦・乳幼児家庭訪問 

◆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整えます。 

健康推進課 

出産後早い時期に全戸訪問

を行いました。医療機関と

連携し、ハイリスク妊婦・

乳児のフォローを行いまし

た。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

乳幼児健康相談 

◆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。 

健康推進課 

定期的な健康相談を行い、

成長の確認や保護者の心配

事・不安に随時対応しまし

た。 

継続して行います。 

乳幼児健康診査 

◆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

科健診等を行い、乳幼児の健全育成と

育児不安の軽減を図ります。 

健康推進課 

乳幼児の発育発達フォロー

と子育て不安の軽減に努め

ました。 

継続して行います。 

医師による個別相談 

◆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。 

健康推進課 

子育て個別相談は年 4 回、 

療育相談は年 3 回実施しま

した。 

継続して行います。 

子どもの事故予防教育 

◆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。 

健康推進課 

パンフレットを作成し、育

児講座や健康相談におい

て、子どもの事故予防につ

いて、周知を行いました。

継続して行います 

不妊に関する支援 
◆不妊の相談や、特定不妊治療費助成

制度の周知等の支援を行います。 
健康推進課 

制度を見直し利用しやすい

体制を整えました。 

特定不妊に加え、不育症治

療費助成を開始しました。 

継続して行います。 

 

（２）小児医療の充実 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

休日夜間小児医療・小児

初期救急医療 

◆休日・夜間における小児医療体制に

ついて、医師会による小児の初期救急

医療体制を維持するために、医師会と

連携し、安心して暮らせるまちづくり

を推進します。小児救急電話相談（＃

８０００）*の普及に努めます。 

健康推進課 

パンフレットを作成し、家

庭訪問や健康相談等で配布

しました。かかりつけ医を

持つことについて、指導を

行いました。 

継続して行います。 

乳幼児の医療費助成 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対し助成を実施し

ました。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

児童の医療費助成（入院） 

◆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。 
保険年金課 

対象者に対して助成を実施

しました。 

助成の対象範囲を平成 27

年 10 月より歯科通院にも

拡充しています。 

継続して行います。 

未熟児養育事業 

◆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。 

保険年金課 

対象者に対して助成を実施

しました。 

継続して行います。 

 

＊小児救急電話相談（＃８０００） 

…小さな子どもをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の

診療を受けたほうがいいのか等判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができる事業    

【資料：厚生労働省】 
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（３）食育の推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

離乳食講習 

◆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。 

健康推進課 

本庁は 12 回、支所は随時実

施しました。 

継続して行います。 

乳幼児栄養相談 

◆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。 

健康推進課 

栄養相談資料を随時見直し

作成しました。管理栄養士

による定期的な相談を実施

しました。 

継続して行います。 

保育所における 

食に関する教育 

◆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。 

保育課 

引き続いて乳幼児期におけ

る食に関する教育を推進し

ました。 

継続して行います。 

幼稚園における 

食に関する教育 

◆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。 

学校教育課 

各幼稚園において実施しま

した。 

継続して行います。 

小中学校における 

食に関する教育 

◆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。 
学校教育課 

栄養教諭や学級担任を中心

として食の大切さを教育し

ました。 

継続して行います。 

食に関する理解の促進 

◆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。 

農林振興課 

水産課 

学校給食課 

「saisaiKIDS 倶楽部」を

JA、県、市連携で実施しま

した。参加児童数は 16 人で

す。また、学校給食への地

元産農水産物の活用を実施

しました。 

継続して行います。 
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８ 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 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

有害情報の取り扱いに関

する啓発 

◆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。 

社会教育課 

補導委員の会等で啓発を

行いました。 

継続して行います。 

有害環境の調査・除去 

◆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、善後策を検討しま

す。 

社会教育課 

街頭補導や巡回指導時に

有害メディアの調査や回

収を行いました。 

継続して行います。 

犯罪等に関する関係機

関・団体の意見交換 

◆警察、関係機関との意見交換を行

い、犯罪防止を図ります。 

社会教育課 

市民生活課 

警察、関係機関との会等を

通じて、意見交換を行いま

した。 

継続して行います。 

防犯灯の設置促進 

◆犯罪予防の観点から、自治会、町内

会等における防犯灯の設置に対して

助成します。 

市民生活課 
補助金交付は 160 件です。 

継続して行います。 

地域住民による自主防犯

活動の推進 

◆市内 27 地区に防犯協会の支部があ

り、防犯パトロール、防犯キャンペー

ンやこどもまもり隊による活動等、日

頃から地区の安全、安心な暮らしの推

進に努めます。 

市民生活課 

学校教育課 

地域の見まもり隊やＰＴ

Ａ等の協力により、子ども

たちが安全に登下校でき

るよう指導を行いました。 

継続して行います。 

少年非行の防止と健全育

成活動の推進 

◆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。 
市民生活課 

防犯協会の各事業に参加

しました。 

継続して行います。 

教育相談体制の充実 
◆相談員及び関係機関と連携し、助

言・支援を行います。 
学校教育課 

相談員及び関係機関と連

携し、児童生徒の健全育成

に努めました。 

継続して行います。 
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（２）安全な道路交通環境の整備 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

歩行空間のバリアフリー化 

◆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、視覚障がい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。 

道路課 

平成 28年度までに 9路線で

整備を実施しました。 

継続して行います。 

交通機関のバリアフリー化 

◆高齢者や障がい者、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。 

地域振興課 

航路及びバス事業者は、船

舶及び車両更新に合わせ

て、バリアフリー基準適合

船舶及び車両を順次導入し

ました。 

継続して行います。 

交通安全に関する教育 

◆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。 

市民生活課 

交通安全教室実施数は 66件

です。 

継続して行います。 

交通災害遺児福祉手当 
◆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。 
市民生活課 

平成 28 年度は、該当者がお

りませんでした。 

継続して行います。 

（３）住宅の確保・居住環境の確保 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

子育て世帯居住の安定 

の確保 

◆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り

ます。 

住宅管理課 

小学校就学前の子どもがい

る世帯を裁量階層として入

居収入基準の緩和を図りま

した。 

継続して行います。 
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事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

シックハウス対策 

◆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がい（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。 

建築指導課 

建築基準法に基づくシック

ハウス対策に係る規制の適

切な指導を行っています。 

継続して行います。 

 

ユニバーサルデザイン 

の推進 

◆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。 建築営繕課 

多目的トイレを整備する際

には、手すりや十分な広さに

加えて、ベビーシート等を設

置し、乳児同伴者等多様な利

用者に配慮しました。（4 箇

所設置） 

継続して行います。 

 

（４）安全・安心なまちづくりの推進 

【実施事業】 

事業名 事業内容 担当部署 
進捗状況及び 

今後の方針 

公園の管理 

◆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。 

公園緑地課 

子どもが安全に公園を利

用できるよう、定期的な

遊具の点検や環境整備を

継続して行います。 

地域を中心とした 

安全対策への取り組み 

◆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。 

市民生活課 

今治及び伯方地区防犯協

会が、防犯ブザー・「き

けん」の赤旗を配布して

います。 
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平成 29年度 第 1回今治市子ども・子育て会議 教育・保育部会 

 

１ 日  時 平成 29年９月 20日（水）午後４時～午後５時 

２ 場  所 今治市役所 第２別館 11階 特別会議室３号 

３ 出席委員 泉浩徳委員、森一男委員、長野誠悟委員、谷本幸代委員、龍田三津子委 

員、菅千代美委員、越智瑞啓委員、長野千枝委員 

４ 欠席委員 なし 

５ 傍 聴 人 なし 

６ 内  容  

今治市子ども・子育て支援事業計画 中間年における教育・保育の量の見込み及び 

確保策の見直しについて 

（１）中間年における見直しの必要性 

  「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・ 

子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基 

本的な指針」（平成 26年内閣府告示第 159号）において、「法の施行後、支給認定 

を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、・・・認定区分に係る量の見込みと大き 

く乖離している場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。」 

とされていることによる。 

 

（２）見直しの要否の判断 

   ア 実績値と量の見込みの乖離状況を分析 

   イ 乖離が 10％以上ある場合は、原則量の見込みの見直しを行う。 

   ウ 10％の乖離が無い場合であっても、平成 29年度末以降も引き続き受け皿の 

整備を行わなければ、待機児童等の発生が見込まれる場合は見直しを行う。 

 

（３）具体的な算出方法 

   ア 「①(補正後の)推計児童数」 × 「②支給認定割合」を基本とする。 

    （ア）①については、ほぼ当初計画どおりに推移しているため、補正は行わ 

ない。 

    （イ）②は、支給認定区分ごとの「支給認定子どもの数／児童数」により算出 

      する。 

   イ その他、25～44歳の女性の就業率が平成 34年度までに 80％まで上昇する 

ことを考慮する。 

     ※今治市における H27.10.1時点の女性就業率(25～44歳)は 70.57％(今治市 

の統計 H29.3月版より) 

 

（４）見直し後の量の見込みに対する確保方策 

  保育の量の見込みだけではなく、当初計画策定時において想定していた確保内容 

と、現状の確保内容にも差異が生じていることから、これを修正するものとし、さ 

らに見直し後の平成 30年度、平成 31年度における「量の見込み」と当該修正後の 

確保内容を比較した結果、受け皿不足が見込まれる部分においては、新たな確保内 

容を盛り込むこととする。 

資料 4 
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平成 29年度 第 1回今治市子ども・子育て会議 施設選定部会 

 

１ 日 時 平成 29年７月 18日（火）午後 4時～午後 5時 

２ 場 所 今治市民会館 中会議室 ２号 

３ 出席委員 泉浩徳委員、野﨑幸子委員、御堂和貴委員、福田安民委員 

４ 欠席委員 清水正惠委員 

５ 傍 聴 人 なし 

６ 内 容  

（１） 平成 29年度幼保連携型認定こども園整備助成事業募集要領について 

今治市保育所等整備事業費補助金を受けて、幼保連携型認定こども園を整備す

るための募集内容及び審査方法並びに今後のスケジュール等について説明した。 

○事業の概要 

対象施設 設置主体 対象地域 選定施設数 

幼保連携型認定こども園（2号・3号認定の

利用定員が 100名程度）を整備し、平成 32

年４月１日までに認可を受け開設できる見

込みの施設 

学校法人 

社会福祉法人 

南中学校区域 １施設 

    ○スケジュール 

平成 29年７月 21日（金） 説明会の開催 

平成 29年７月 24日（月）～平成 29年８月 25日（金） 事前申込書の提出期間 

平成 29年８月 28日（月）～平成 29年 10月 20日（金） 事業計画書の提出期間 

平成 29年 11月中（予定） 
施設選定部会でプレゼンテーショ

ンおよびヒアリングの実施・選定 

平成 29年 11月中（予定） 事業者の決定・通知・公表 

（２） 平成 29年度病児保育施設整備助成事業募集要領について 

今治市病児保育施設整備等事業費補助金を受けて、病児保育施設を整備するた

めの募集内容及び審査方法並びに今後のスケジュール等について説明した。 

    ○事業の概要 

対象施設 設置主体 対象地域 選定施設数 

児童福祉法第６条の３第 13 項に基づく病

児保育事業で、病児対応型を実施する施設 

市内で病院、診療

所を経営する者 

市内全域 ２施設 

    ○スケジュール 

     平成 29年度幼保連携型認定こども園整備助成事業と同じ（説明会開催除く） 
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