
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

子育て相談所運営事業（240） (こども子育て課) 親子交流イベント開催回数 【96回】 96回 90回 90回

子育て相談所利用延べ人数 【2,270人】 2,300人 1,963人 2,057人

子育て相談所利用延べ組数 【1,067組】 1,070組 897組 932組

子育て相談所運営事業（240）【再掲】 (こども子育て課) 親子の集いの場開催回数 【34回】 34回 32回 44回

親子の集いの場参加延べ人数 【966人】 1,000人 809人 1,267人

親子の集いの場参加延べ組数 【428組】 430組 344組 504組

つどいの広場運営事業（304） (こども子育て課) つどいの広場利用延べ人数 【6,023人】 6,040人 7,453人 6,361人

つどいの広場利用延べ組数 【2,775組】 2,780組 3,515組 2,880組

子育て講座開催事業 (保健課) 子育て講座開催回数 【13回】 13回 13回 13回

ブックスタート事業（12168） (図書館) 贈呈率 【99.5％】 100% 100% 100%

贈呈件数 186件 － 181件 173件

セカンドブック事業（12521） (図書館) 贈呈率 － 100% 100% 100%

贈呈件数 － － 206件 179件

あそびの広場開催事業（281） (公民館) 参加親子数（組数） 【25組】 25組 24組 25組

子育てサークル活動支援事業 (こども子育て課) サークル活動支援（利用料減免） 【39件】 50件 47件 25件

子育て事業参加延べ組数 【324組】 330組 282組 110組

子育て事業参加延べ人数 【721人】 730人 683人 264人

・子育て講座の実施（子育て相談所やつどいの広場で保健師・栄養士による講座や相談）

「根室市子ども・子育て支援事業計画実施事業一覧」

３　子育てサークル支援の推進

・子育て相談や親子の交流支援（ぴよぴよルーム・ふれあいルームなど）
・子育てに関わる情報提供

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

１　地域における子育て支援

（１）子育て支援サービスの充実

１　子育て相談所の充実

２　地域の子育て支援の充実

・子育て相談や親子の集いの場の開催（あそびの広場、サンデーパパ、出前型地域親子支援）
・子育てに関わる情報提供

・生後７ヶ月を迎えた幼児とその親に対し、読み聞かせ体験の提供と絵本の贈呈

・つどいの広場「クルクル」の運営や親子の交流の場の提供
・子育てに係る情報提供

・本への親しみと子どもの読書体験の推進並びに家庭への普及のため、小学１年生へ絵本を贈
呈（Ｈ27.4～）

・サークル活動場所の提供（文化会館託児室の利用料減免など）
・子育て事業への参加促進

・育児相談・情報交換の場として子育て教室「あそびの広場」の開催
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

対象家庭訪問率 【100％】 100% 100% 98.2%

家庭訪問件数 【190件】 増加 190件 167件

※家庭訪問件数（第1子及びハイリスク） 【142件】 増加 133件 134件

多子世帯負担軽減事業[保育所] (こども子育て課) 無料化件数（世帯数） － － 82世帯 98世帯

無料化件数（児童数） － － 92名 109名

多子世帯負担軽減事業[幼稚園・認定こども園]（79・164） (こども子育て課) 無料化件数（世帯数） － － 25世帯 47世帯

無料化件数（児童数） － － 25名 52名

多子世帯負担軽減事業[学校給食費]（195） (教育総務課) 無料化件数（世帯数） － － 134世帯 141世帯

無料化件数（児童数） － － 150名 154名

児童・生徒就学奨励経費（168・173・195） (教育総務課) 就学援助件数（小学生） 【188名】 増加 177名 161名

就学援助件数（中学生） 【114名】 増加 114名 99名

就学援助件数（学校給食費） 【302名】 増加 291名 260名

紙おむつ等無料収集事業 (市民環境課) 収集回数 【104回】 － 104回 104回

みらいのアーティスト応援事業 (公民館) 助成件数 【4件】 増加 1件 0件

助成団体数 【0団体】 増加 0団体 0団体

みらいのアスリート応援事業 (社会体育課) 助成件数 【31件】 増加 31件 28件

助成団体数 【17団体】 増加 17団体 16団体

・22歳未満の未就学児童第3子目以降の小中学校学校給食費の無料化（Ｈ27.4～）

・文化分野における全道・全国大会に係る遠征費の助成
・大会参加及び結果等の情報発信

・私立幼稚園や認定こども園等に通う家庭の経済的な負担軽減
・22歳未満の未就労児童第3子目以降の幼稚園保育料の無料化（Ｈ27.4～）

５　子育て世帯の経済的負担の軽減

・学用品費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、修学旅行費・学校給食費などの支給

・育児不安や悩みの聞き取りや母子の心身状況や養育環境の把握
・第1子及び成長や家庭環境の不安を抱えるハイリスク児へ保健師訪問の実施

４　こんにちは赤ちゃん事業（乳幼児全戸訪問事業）の充実

・22歳未満の未就労児童第3子目以降の保育所保育料の無料化（Ｈ27.4～）

乳幼児全戸訪問事業（365）・新生児訪問事業【再掲】　　　　　　　　　　 （こども子育て課・保健課）

・スポーツ分野における全道・全国大会に係る遠征費の助成
・大会参加及び結果等の情報発信

・子育て世帯から出る紙おむつ等の無料回収（各地区の燃やせるごみの日に回収）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

子育て援助活動支援事業 (こども子育て課) 事業化数 － 1事業 － －

子育て環境整備事業（12558） (少子化対策推進室ほか) マタニティマーク設置箇所 【0ヶ所】 5ヶ所 3ヶ所 3ヶ所

ベビーシート設置施設 【9ヶ所】 12ヶ所 9ヶ所 11ヶ所

※公共施設における設置数

市有地分譲事業（12531） (財政課) 分譲世帯数 － 6ヶ所 （測量） 2ヶ所

保育所運営事業（79） (こども子育て課) 外部研修参加人数 【24名】 30名 13名 128名

特別保育推進事業 (こども子育て課) 延長保育実施数 【1ヶ所】 増加 1ヶ所 1ヶ所

延長保育利用延べ人数 【1,000名】 増加 894名 817名

特別保育（一時保育）実施事業 (こども子育て課) 一時保育利用延べ人数 【108人】 110人 219人 69人

一時保育実施数 【1ヶ所】 増加 1ヶ所 1ヶ所

相談件数 【18件】 増加 56件 56件

児童デイサービスセンター管理運営経費［再掲］（296） （社会福祉課） 児童デイサービスセンター延べ利用者数 【1,150人】 増加 986人 911人

提供サービスに満足と答えた保護者の割合 【62.5％】 90% 72.7% 69.6%

・職員の資質及び専門性の向上を図るため研修への参加
・保育指針に基づく自己評価の実施に向けた検討

（２）保育サービスの充実

・入所児童及び保護者に対する支援（発達や就学に関する不安解消を図る）
・育ちと学びの相談室「りんくす」との連携

・家庭における保育が困難となった児童の一時預かり（まつもと保育所）
・実施箇所の拡充に向けた検討

・日常生活動作や集団適応能力の習得に向けた療育支援

４　保育所利用家庭への支援の充実

・民間保育園が実施する延長保育事業への支援
・市立保育所における実施に向けた検討

６　各種子育て支援事業の検討

・妊産婦及び子育て世帯への外出支援
（マタニティマーク及びベビーシート等の設置）

・子育て世帯等を対象とした市有地の分譲
（定住促進及び未利用市有地の有効活用）

・子育て世帯の支援策の検討（ファミリーサポートセンターなど）

特別支援教育推進事業（12485）/（79）【再掲】　　　　　　 　　　　 　（こども子育て課・教育総務課）

３　一時保育の充実

２　延長保育の充実

１　保育の資質向上
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

特定教育・保育施設運営経費/へき地保育所運営事業（78・79） (こども子育て課) 受入可能施設（保育所・保育園）数 【7ヶ所】 7ヶ所 7ヶ所 7ヶ所

児童デイサービスセンター管理運営経費（296） （社会福祉課） 保育所・幼稚園等訪問回数 【21回】 21回以上 21回 21回

関係機関連携に満足と答えた保護者の割合 【62.5％】 90% 78.8% 82.1%

保育所整備事業（12612）/へき地保育所運営事業（78） (こども子育て課) へき地保育所の通年化 － 2ヶ所 － －

保育（子育て）情報提供事業 (こども子育て課) 保育に係る情報提供数 年2回 増加 2回 12回

幼保連携推進事業 (こども子育て課) 認定こども園への移行数 【0施設】 3施設 1施設 1施設

・民間幼稚園や保育園との連携（Ｈ29幼保連携会議の設置）
・認定こども園の移行に向けた支援

６　保育サービスの検討と施設環境の充実

７　新制度における保育ニーズへの対応

８　教育・保育の一体的提供と連携

・保育サービスに関する情報提供（広報紙、ホームページなど）

・保育ニーズに対応した新たなサービスの検討（へき地保育所の通年化に向けた検討）
・保育施設の整備

・受入体制の整備・充実（職員の加配・資質向上）
・関係機関との連携強化

５　障がい児保育の充実

・日常生活動作や集団適応能力の習得に向けた療育支援
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

子ども・子育て会議運営事業 (少子化対策推進室) 子ども・子育て会議の開催 － 年2回 1回 2回

（家庭）児童相談室相談件数 【341件】 増加 603件 585件

通所支援計画・モニタリング報告の作成依頼件数 － － 103件 114件

特別支援教育推進事業[再掲]（12485） (教育総務課) 相談件数 【18件】 増加 56件 56件

特別支援教育専門員 【1名】 － 1名 1名

青少年相談室運営経費 (社会教育課) 相談件数 【35件】 増加 52件 46件

放課後教室等管理運営事業（372） (社会教育課) 入会待機児童数 【0名】 0人 28名 24名

放課後教室等管理運営事業（372）【再掲】 (社会教育課) 放課後教室等の利用者数 【45,896名】 46,000名 49,205名 51,413名

保育所整備事業（10872.12594） (こども子育て課) へき地保育所の通年化 － 2ヶ所 － －

民間保育園に対する建替支援 － 1件 － 1件

・相談体制の充実（適切な指導、助言等の実施）
・街頭補導活動

・老朽施設への対応
・保育所の適正配置（適正配置計画の着実な推進）

１　保育所の適正配置等の検討

１　留守家庭児童会や登録児童会の充実

１　子育て支援ネットワークの充実

（３）子育て支援ネットワークの充実

（５）少子化の動向に伴う保育所の適正配置

・留守家庭児童会及び登録児童会の管理運営
・留守家庭児童会の定員適正化及び指導員の適正配置（体制の充実）

２　放課後教室等や児童教室の充実

・放課後教室、児童教室及び児童会館の管理運営
・放課後などにおける児童の安心・安全に生活できる場の提供

（４）放課後教室等の児童の健全育成

・育ちと学びの相談室「りんくす」の運営
・教育・保健・福祉分野の多岐にわたる関係体制の構築

・教育・保育、地域子育て支援に関わる機関や団体が一体となった支援体制の構築し、情報提
供及び意見交換などを実施（子ども・子育て会議の開催）

・教育・保育や地域子育て支援機関との連携強化
・支援を必要とする家庭の相談対応、関係機関などと連携した支援の推進

子育て支援ネットワーク推進事業　　　　　　　　　    　　　（こども子育て課・保健課・社会福祉課）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

保健指導事業（86） (保健課) 母子健康手帳の交付件数 【192件】 増加 190件 177件

妊婦一般健康診査受診件数 【201件】 増加 193件 184件

パパママ学級開催事業/保健指導経費（86） (公民館・保健課) パパママ学級受講率 【47.8％】 60.0% 40.0% 34.5%

パパママ学級延べ受講者数 【116名】 － 128名 117名

対象家庭訪問率 【100％】 100% 100% 98.2%

家庭訪問件数 【190件】 － 190件 167件

家庭訪問件数（第1子及びハイリスク） 【142件】 － 133件 134件

保健指導（母子保健相談・訪問指導） (保健課) 対象家庭訪問率 【100％】 100% 100% 99.5%

家庭訪問件数 【305件】 － 414件 387件

保健指導（乳幼児健康診査等）（86） (保健課) 4ヵ月児健康診査受診率 【96.0％】 100% 95.6% 99.4%

1歳6ヵ月児健康診査受診率 【96.4％】 100% 95.8% 97.9%

3歳児健康診査受診率 【93.0％】 100% 95.3% 95.6%

保健指導（妊婦・乳幼児栄養指導） (保健課) 離乳食教室受講率 【63.1％】 70.0% 65.6% 59.2%

受講者数 【53名】 － 59名 45名

・各種健康診査等の実施
　(4ヵ月・1歳6ヵ月・3歳児健康診査、7ヶ月児健康相談)

・妊娠、出産、育児期における栄養指導の実施（離乳食教室、健診など）

５　妊婦・乳幼児の栄養指導の実施

・各種届出時や妊娠後期での健康相談
・電話・来所相談や必要な方への訪問指導

４　乳幼児健康診査等の実施

・初めて親となる夫婦に対する妊娠・分娩・育児への正しい知識普及
・講座の開催（栄養に関する講座、沐浴教室など）

３　母子健康相談及び訪問指導の実施

２　パパママ学級、新ママ交流会の実施

１　母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票等の交付

・母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診票の交付
・保健指導の実施

（１）妊娠・出産・育児期における母子保健対策の充実

２　母親と子どもの健康の確保・推進

・育児不安や悩みの聞き取りや母子の心身状況や養育環境の把握
・保育士や保健師による訪問（第1子及び成長や家庭環境の不安を抱えるハイリスク児への対
応）

新生児訪問事業・乳幼児全戸訪問事業［再掲］（365）　　　　　　　　　 （保健課・こども子育て課）
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

幼児歯科健診事業（78・79[再掲]） (こども子育て課) 乳幼児歯科健診実施数（保育所） 【6ヶ所】 6ヶ所 6ヶ所 6ヶ所

保健指導（幼児歯科健診）（86） (保健課) 虫歯のない1歳6ヵ月児の割合（Ｈ25） 【97.0％】 98.5% 95.7% 94.7%

虫歯のない3歳児の割合（Ｈ25） 【63.8％】 70.0% 79.1% 71.5%

フッ素塗布事業（11312） (保健課) フッ素塗布受診率（1歳6ヶ月児） 【32.6％】 100% 39.6% 40.5%

フッ素塗布受診率（2歳児） 【34.2％】 100% 26.5% 26.1%

児童生徒の保健体育経費（194） (教育総務課) フッ化物洗口実施校 【2校】 増加 2校 2校

各種予防接種推進事業（91） (保健課) 予防接種接種率（麻しん・風しん） 【93.1％】 100% 91.4% 95.8%

予防接種接種率（ＢＣＧ） 【97.5％】 100% 92.5% 92.4%

児童福祉事業（こども医療費）（76） (保健課) 医療費助成延べ件数 【26,382件】 増加 24,953件 25,865件

医療費助成金額 【59,188千円】 増加 57,649千円 54,374千円

特定不妊治療費等助成事業（12488） (保健課) 助成件数 【10件】 増加 17件 12件

不育症治療費助成事業（12540） (保健課) 助成件数 － － 3件 0件

出産支援事業（12539） (保健課) 助成件数 【144件】 増加 193件 160件

10　出産支援事業の実施

・市外で出産した方へ出産支援金（一律3万円）の助成
※旧分娩入院交通費助成金の拡充（Ｈ27.4～）

・予防接種（ワクチン接種）の推進による感染症被害の軽減

７　予防接種の実施

・児童生徒の歯の健康や虫歯予防対策（フッ化物洗口の実施）

６　幼児歯科健診、フッ素塗布等の実施

・幼児歯科健診による口腔病予防や治療への助言・指導

・健康診査時における歯科医師による歯科健診の実施
・乳児期からの虫歯予防の啓発

・1歳6ヵ月児及び2歳児を対象とした費用負担の軽減

・就学前児童及び小学生の入院・入院外の医療費助成
・中学生及び高校生の入院医療費助成（Ｈ28.4～）※対象の拡大

９　特定不妊治療費助成等の実施

・不育症治療に対する経済的な負担軽減（治療費、交通費及び宿泊費の一部助成）

・不妊治療に対する経済的な負担軽減（治療費、交通費及び宿泊費の一部助成）
　（北海道の助成金への上乗せ）

８　こども医療費助成の推進

7/11



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

食育劇の実施回数 【年10回】 年10回 10回 10回

食育便り発行回数 【年３回】 年３回 3回 2回

食育教育実施回数（保育所） 【年2回】 年2回 2回 2回

食育健康教育実施回数 【年2回】 年2回 2回 2回

食に関する指導（学校） 【全校】 全校 全校(15校) 全校(15校)

喫煙や飲酒の指導（学校） 【全校】 全校 全校(15校) 全校(15校)

食育推進事業 (教育総務課) 食に関する指導 【全校】 全校 全校(15校) 全校(15校)

ふるさと給食満足度 － － － －

道徳教育等推進事業 (教育総務課) 薬物乱用防止教育の実施校 【11校】 全校 11校 10校

・高校等での食育健康教育及び養護教諭との懇談会実施
・思春期向け「喫煙・飲酒防止」パンフレットの配布
・児童や生徒に対する食に関する指導、喫煙や飲酒防止等の知識の普及

（２）次世代の健康づくりに向けた支援の推進

１　次世代の健康づくりの推進

３　性の正しい知識の普及や喫煙・薬物乱用防止などの健康教育の推進

・保育所及び幼稚園における食育劇の実施
・食育便りの発行

・児童生徒に対する食に関する指導
・ふるさと給食の実施（Ｈ29～）

２　給食による食育教育の実施

食育推進事業/保健指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （保健課・こども子育て課）

次世代の健康づくり支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保健課・教育総務課）

・児童生徒の心身の発達等、健康で安全な生活への基礎
・薬物乱用防止教室等の実施
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

講演会及びセミナー開催数 【年0回】 年1回 1回 1回

広報誌等への掲載回数 【年0回】 年2回 2回 3回

男女共同参画推進事業/ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ学級開催事業［再掲］ (公民館) パパママ学級（沐浴）への男性参加率 【25.9％】 40.0% 28.9% 29.9%

パパママ学級（沐浴）への男性人数 【39名】 － 37名 35名

キャリア教育推進事業 (教育総務課) 職場見学実施校（小・中学校） 【12校】 全校 12校 12校

職場体験実施校（小・中学校） 【8校】 全校 8校 8校

講演会及びセミナー開催数 【年0回】 年1回 1回 1回

広報誌等への掲載回数 【年0回】 年2回 1回 2回

男女共同参画推進事業[再掲] (少子化対策推進室) 講演会及びセミナー開催数 【年0回】 年1回 1回 1回

広報誌等への掲載回数 【年0回】 年2回 1回 3回

根室なでしこ応援事業（12557） (商工観光課) 就職者数 【0名】 累計50名 1名 2名

登録者数 【0名】 累計50名 12名 14名

・職業観、勤労観並びに職業に関する知識や技能を取得に向けた職場見学・体験の実施

３　ワーク・ライフ・バランスの考え方の啓発

・ワークライフバランス推進に向けた講演会、セミナーの開催及び広報誌等による広報活動の実
施

３　職業生活と家庭生活との両立の推進

２　キャリア教育の充実

・根室なでしこバンクの設置
・登録女性への職場体験実習や各種資格取得支援

・パパママ学級（沐浴教室）への男性の参加促進など育児等に対する男女共同参画の意識醸成

・女性の活躍に向けた講演会、セミナーの開催及び広報誌等による広報活動の実施

（２）仕事と子育ての両立の推進

１　女性の就労促進と就労環境の改善促進

男女共同参画推進事業　　　　　　　　　　　　　 　(少子化対策推進室・商工観光課・社会教育課）

・男女共同参画の意識醸成に向けた講演会、セミナーの開催及び広報誌等による広報活動の実
施

男女共同参画推進事業[再掲]　　　　　　　　　　　　　　　　　 （少子化対策推進室・商工観光課）

（１）男女共同参画での取り組み

１　男女共同参画の意識啓発
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Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

児童相談員配置人数 【1名】 1名 1名 1名

相談件数 － － 132件 138件

相談件数（保育所⇒相談室） － － 4件 2件

障がい者虐待防止センター運営事業 (社会福祉課) 相談件数 【0件】 － 2件 5件

育児困難家庭への支援事業 (保健課) 妊産婦訪問指導（育児支援）の人数 【55人】 － 69人 78人

妊産婦訪問指導（育児支援）の延べ回数 【148件】 － 183件 180件

児童生徒虐待防止対策推進事業 (教育総務課) 児童生徒の虐待（疑い） 【2件】 0件 2件 6件

児童見守り体制構築事業（放課後管理運営経費［再掲］） (社会教育課) 対象児童数（見守り） 【0名】 0名 0名 0名

事業化数 － 1事業 － －

医療費助成延べ人数（初診料免除） － － 934人 1,136人

育児用品給付券支給世帯数 － － 18世帯 14世帯

家庭相談員の配置 【１名】 １名 1名 1名

相談件数 【150件】 増加 109件 85件

自立支援教育訓練給付金支給件数 0件 増加 0件 0件

・放課後児童教室等における日常的な見守り活動及び関係機関との連携

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進

・各種給付金の支給（児童扶養手当など）
・医療費の助成（３歳未満又は市民税非課税世帯の初診料免除）（Ｈ27.4～）
・３歳未満の乳幼児世帯への育児用品給付券配布（Ｈ27.4～）
・家庭相談員の配置（就業・生活支援等の相談）

２　養育支援訪問事業の検討

・要支援家庭の訪問による育児孤立の防止
・養育支援訪問事業の検討

４　支援を必要とする児童への取り組みの推進

（１）児童虐待防止対策の充実

１　児童の健全な育成環境の推進

・児童虐待防止に向けた相談体制の充実と関係機関との連携強化
・児童相談室の設置及び相談員設置による各種相談への対応（Ｈ27.4～）

・障がい者虐待防止に向けた相談体制の充実

・児童生徒の虐待の早期発見等の予防・未然防止
・学校等と連携した取り組みの推進

・保健師等による保健指導及び訪問指導の実施

児童相談室設置・運営事業　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　  　　 （児童相談室・こども子育て課）

ひとり親家庭等支援事業（27・82・83・12529）　　　　　  　　　　　　 （こども子育て課・児童相談室）

養育支援訪問推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　（こども子育て課・保健課）

１　経済的助成及び自立支援の推進

10/11



Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

取り組み状況
項　目（事業名・所管・内容） 指標　【現状値（H26実績）】

目標値
（H31）

児童相談室設置・運営事業【再掲】 (児童相談室) 家庭相談員の配置 【１名】 1名 1名 1名

（巡回）児童相談件数 【47件】 増加 43件 37件

こども発達支援事業利用数 【179件】 増加 180件 140件

重度心身障がい者医療給付経費（63） (社会福祉課) 各種障がい福祉サービス利用件数 【2,899件】 3,200件 3,013件 3,158件

初診料免除延べ件数 － － 241件 324件

児童福祉事業経費（75） (社会福祉課) 助成対象者数 【15人】 － 15人 19人

助成延べ月数 【138月】 － 155月 190月

こども発達支援事業 (社会福祉課) 支援延べ回数 【179回】 － 180回 118回

支援延べ日数 【56日】 － 62日 54日

児童デイサービスセンター管理運営経費［再掲］（296） (社会福祉課) 療育相談実施回数 【18回】 － 27回 29回

配布件数（対象：中学校3年生以下） － － 3,484件 329件

相談件数 【18件】 増加 56件 56件

特別支援教育専門員 【1名】 1名 1名 1名

子育て相談所運営（240）【再掲】 (こども子育て課) 子育て相談所の設置 【１ヶ所】 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所

相談件数 【97件】 増加 106件 106件

・医療費の助成（３歳未満又は市民税非課税世帯の初診料免除）

・放課後デイサービス利用者負担金の助成

３　子育て相談所における家庭への支援

２　特別支援教育の充実

・療育指導や相談支援体制の充実（協力機関と連携し、専門職による必要な支援の実施）

・関係機関と連携した支援（サポート・助言）

・家庭相談員による巡回指導など相談対応

（３）障がい児施策の充実

１　障がい児と家族への相談体制の充実

特別支援教育推進事業（12485）    　 　 　  (教育総務課・保健課・こども子育て課・社会福祉課）

・育ちと学びの相談室「りんくす」の運営
・「子育てファイルりんくすねむろ」の配布・活用（Ｈ27.4～）
・適切な支援のための関係機関との連携

・日常生活動作や集団適応能力の習得に向けた療育支援
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