
第二期計画　施策及び事業（案） 資料１　別紙１
施策体系 基本施策 区分・番号 事業 担当課 指標

追加 子どもの権利啓発 子育て支援課、学校教育課 子どもの権利にかかる認知度や不安や悩みがあるとき相談できる人がいる子どもの割合

追加 いのちとふれあう学習 学校教育課

追加 ボランティア活動 学校教育課

追加 射水市児童生徒サポートネットワーク連絡協議会 学校教育課

追加 子どもの悩み総合相談室 子育て支援課

追加 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置 学校教育課

追加 教育と福祉のつなぎ 学校教育課

追加 子どもの権利支援センター「ほっとスマイル」 子育て支援課

追加 子ども食堂 子育て支援課 市内子ども食堂開設件数（補助金交付件数）

１－（１）－1 保育の必要性の認定 子育て支援課 保育園定員数

１－（１）－2 幼稚園における幼児教育 子育て支援課 公立幼稚園定員数

１－（１）－3 認定こども園における教育・保育 子育て支援課

１－（１）－4 通常保育 子育て支援課

１－（１）－5 延長保育 子育て支援課 延長保育実施箇所数

１－（１）－6 一時預かり 子育て支援課 一時預かり実施箇所数

１－（１）－7 休日保育 子育て支援課 休日保育実施箇所数

１－（１）－8 病児・病後児保育 子育て支援課 病児・病後児保育実施箇所数

１－（１）－9 地域型保育事業 子育て支援課 地域型保育実施箇所数

１－（２）－1 保育サービス評価制度 子育て支援課

１－（２）－2 幼稚園、保育園、小学校の連携の推進 子育て支援課、学校教育課

１－（２）－3 保育園保育料の軽減 子育て支援課

１－（２）－4 幼稚園保育料の軽減 子育て支援課

２－（１）－1 ファミリー・サポート・センター 子育て支援課 センターの年間利用件数と実施箇所数

２－（１）－2 児童館 子育て支援課 延べ利用人数

２－（１）－3 地域子育て支援拠点事業 子育て支援課 延べ利用人数

２－（１）－4 利用者支援 子育て支援課

２－（１）－5 子育て短期支援事業(短期入所生活援助ショートステイ) 子育て支援課

２－（１）－6 子育て短期支援事業(夜間養護等トワイライトステイ) 子育て支援課

２－（１）－7 子育てサークル 子育て支援課 サークル数

２－（１）－8 子育ての情報提供 子育て支援課 子育てガイド発行部数及び配布箇所数、ちゃいる.comのアクセス数

２－（１）－9 とやまっ子子育て応援券の普及促進 子育て支援課

追加 子育て支援ネットワークの充実 子育て支援課

追加 地域における生活支援組織の構築 地域福祉課

追加 地域見守りネットワークの充実 地域福祉課

２－（２）－1 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 子育て支援課 放課後児童クラブ（学童保育）数

２－（２）－2 放課後子ども教室 生涯学習・スポーツ課 放課後子ども教室実施箇所数及び児童参加率

２－（２）－3 土曜学習推進事業 生涯学習・スポーツ課 土曜学習推進事業児童参加率

学校が楽しい、どちらかというと楽しい子どもの割合

１　子どもの

権利保護の

推進

（１）子ども

の権利の啓

発及び確保

への支援

２　幼児教

育・保育環境

の整備
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保育ニーズへ

の対応
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の整備

（２）放課
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２－（３）－1 家庭教育支援講座 生涯学習・スポーツ課 参加者数

２－（３）－2 子育て井戸端会議 生涯学習・スポーツ課

追加 家庭教育に関する学習会・相談会の実施（子育て井戸端会議、いみず親学びスクール） 生涯学習・スポーツ課 学習会、相談会の参加率

追加 あったか家族応援プロジェクト 生涯学習・スポーツ課

２－（３）－3 家庭の役割について学ぶ機会の充実 学校教育課、子育て支援課

２－（３）－4 地域組織活動の支援（児童クラブ、母親クラブ、ＰＴＡ、ボーイスカウト、ガールスカウト） 子育て支援課、学校教育課、生涯学習・スポーツ課 児童クラブ(小学生)加入率、地域行事に参加したことがない子どもの割合

２－（３）－5 子育て支援隊 子育て支援課 子育て支援隊登録数（個人・団体）

２－（３）－6 三世代交流 生涯学習・スポーツ課

２－（３）－7 じいちゃんばあちゃんの孫育て談義 生涯学習・スポーツ課 実施地区数

追加 確かな学力の定着 学校教育課 学習サポーターの継続的な配置

追加 心身ともに健やかな子どもの育成 学校教育課

追加 特別支援教育の充実 学校教育課

追加 適応指導教室 学校教育課

３－（１）－1 要保護児童対策協議会 子育て支援課

３－（１）－2 家庭児童相談 子育て支援課

３－（１）－3 民生委員・児童委員及び主任児童委員による地域支援 社会福祉課

３－（２）－1 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金 子育て支援課

３－（２）－2 母子家庭等小口資金貸付 子育て支援課

３－（２）－3 母子・父子自立支援相談 子育て支援課

３－（２）－4 児童扶養手当 子育て支援課

３－（２）－5 ひとり親家庭等医療費助成 子育て支援課

３－（２）－6 児童生徒就学援助費 学校教育課

追加 ひとり親家庭の児童への学習支援 子育て支援課 学習支援ボランティア事業実施箇所数

追加 公営住宅等への入居の支援 子育て支援課、建築住宅課

追加 住宅資金や転宅資金の貸付けの実施 子育て支援課

追加 高等職業訓練促進給付金 子育て支援課

追加 母子・父子家庭自立支援給付事業等による資格取得の積極的な支援 子育て支援課

追加 ひとり親世帯の仕事と子育ての両立支援 生涯学習・スポーツ課

追加 養育費の取得や面会交流に関する情報提供と社会的気運の醸成 子育て支援課

追加 生活困窮者の自立生活支援の促進 社会福祉課

追加 生活保護による支援 社会福祉課

３－（３）－1 障がい児保育　 子育て支援課

３－（３）－2 障がい児わくわく子育て支援 社会福祉課 延べ実施日数

３－（３）－3 児童発達支援 社会福祉課 延べ利用回数

３－（３）－4 保育所等訪問支援 社会福祉課 延べ利用回数

３－（３）－5 放課後等デイサービス 社会福祉課 延べ利用回数

３－（３）－6 特別支援教育の充実 学校教育課、子育て支援課

３－（３）－7 特別児童扶養手当 子育て支援課

３－（３）－8 障がい児福祉手当 社会福祉課

３－（３）－9 重度心身障がい者等在宅介護手当 社会福祉課

３－（３）－10 心身障がい者（児）福祉金 社会福祉課

３－（３）－11 心身障がい児通園通院等介護助成金 社会福祉課

３－（３）－12 補装具給付　 社会福祉課

４　支援が必

要な子ども・

家庭への支

援

（１）学校

教育を軸とし

た学力保障

（３）障が

いのある子へ

の支援
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３　保護者へ

の支援体制

の整備

（３）家庭

や地域の教

育力の向上
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３－（４）－1 子どもの悩み総合相談室　 子育て支援課

３－（４）－2 スクールカウンセラー 学校教育課

３－（４）－3 養育支援訪問 保健センター、子育て支援課

３－（４）－4 子どもの権利支援センター 子育て支援課

移動 家庭児童相談 子育て支援課

追加 人権侵害や社会的弱者への対応 子育て支援課

移動 要保護児童対策協議会 子育て支援課 要保護児童対策研修会の開催回数

移動 養育支援訪問 保健センター、子育て支援課

追加 （仮称）産後のサポート 保健センター

追加 ＤＶ防止の推進 地域振興・文化課

移動 民生委員・児童委員及び主任児童委員による地域支援 社会福祉課

追加 母子総合相談室 保健センター

４－（１）－1 不妊治療助成 保健センター

４－（１）－2 母子健康手帳の交付 保健センター 妊娠届出時の母の喫煙率、妊娠11週以下での妊娠届出率

４－（１）－3 妊婦一般健康診査 保健センター

４－（１）－4 妊婦歯科健康診査 保健センター

４－（１）－5 妊産婦医療費助成 子育て支援課

４－（１）－6 もうすぐパパママ教室 保健センター

４－（１）－7 妊産婦相談 保健センター

４－（１）－8 妊産婦訪問指導 保健センター

４－（１）－9 出産育児一時金(国民健康保険) 保険年金課

４－（１）－10 産婦一般健康診査 保健センター

追加 子ども発達相談室 保健センター

追加 幼児ことばの教室 保健センター

４－（２）－1 乳児一般健康診査 保健センター

４－（２）－2 乳幼児健康診査 保健センター 乳幼児健診受診率(1歳６か月、３歳)、母乳で育てる人の割合

４－（２）－3 幼稚園・保育園・認定こども園における健康診断 子育て支援課

４－（２）－4 新生児・未熟児訪問指導 保健センター

４－（２）－5 生後４か月までの全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業） 保健センター 訪問率

４－（２）－6 乳幼児訪問指導　 保健センター

４－（２）－7 育児相談 保健センター 夫婦で育児分担している割合、子育てが楽しいと回答する率

４－（２）－8 未熟児フォローアップ相談 保健センター

４－（２）－9 乳幼児栄養相談 保健センター 毎日朝食を食べると回答する幼児の割合

４－（２）－10 要観察児相談 保健センター

４－（２）－11 幼児言葉の教室 保健センター

４－（２）－12 歯科健康診査 保健センター むし歯のない子どもの割合(3歳児)

４－（２）－13 むし歯予防教室 保健センター

４－（２）－14 フッ素塗布・フッ素洗口 保健センター

４－（２）－15 母子保健推進活動 保健センター

４－（２）－16 予防接種 保健センター

４　支援が必

要な子ども・

家庭への支

援

（４）子ども

の権利確保

への支援

６　親と子の

健康づくりの

充実

（１）安心

して妊娠・出

産できる環境

づくり

５　要保護

児童への対

応などきめ細

かな取組の推

進

（１）児童

虐待防止対

策の充実

（２）乳幼

児の健康づく

り
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４－（３）－1 子ども医療費助成 子育て支援課

４－（３）－2 未熟児養育医療費助成 子育て支援課

４－（３）－3 小児医療体制の充実 市民病院

４－（３）－4 小児医療に関する情報提供 保健センター、市民病院

５－（１）－１ 男女共同参画の推進 総務課

５－（１）－２ ワーク･ライフ･バランスに関する情報提供 総務課、商工企業立地課、子育て支援課 周知回数

追加 ハローワーク等と連携した就業支援 子育て支援課

５－（１）－３ 育児休業制度の普及促進 商工企業立地課 女性の育児休業制度取得率

５－（１）－４ 一般事業主行動計画の策定促進 商工企業立地課 一般事業主行動計画の策定企業数の割合

５－（１）－５ 事業所内保育施設を設置する事業主への支援 商工企業立地課

（３）小児

医療の充実

７　仕事と子

育ての両立

支援

（１）ワー

ク・ライフ・バラ

ンスの推進

６　親と子の

健康づくりの

充実
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