上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

１ 生みやすく、育てやすいまちづくり
１ 母子保健の充実
1 妊婦一般健康診 妊娠一般健康診査費用14 妊婦一般健康診査費用を
査
回分を公費負担にするこ 公費負担することにより、
とにより、積極的な受診を 積極的な受診を勧奨し、
勧奨し、安心して妊娠・出 安心して妊娠・出産を迎え
産を迎えられるよう支援す られるように支援する。
る。

3

4

妊産婦新生児訪
問指導事業、
こんにちは赤ちゃ
ん事業

生後4か月までの乳児の
いる全ての家庭等を訪問
し、子育て支援や発育発
達・栄養に関する情報提
供や養育環境等の把握、
必要な保健指導を行う。

乳幼児健診事業 適切な時期に乳幼児健診
を実施することにより、乳
幼児の健やかな成長発達
を目指し、疾病、異常の早
期発見や育児支援を行
う。

予防接種事業

予防接種の実施により、
感染のおそれのある疾病
を予防し、公衆衛生の向
上及び増進を図るととも
に、乳幼児、児童・生徒の
感染症の予防を図る。

母子保健法の規定に基づ
き、保健指導を受けること
が必要な妊産婦等の家庭
を訪問し、妊娠・出産・育
児等に必要な指導を行う
ことにより、正常な妊娠・
出産または育児の確保に
努め、もって母子の健康の
保持及び増進を図る。

○

○

H27実績
目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

【妊娠15週までの届出率】
100％

乳児のいる家庭を訪問し、子
育て支援や発育発達・栄養に
関する情報提供を行うことに
より、安心して育児を行うと共
に母子の健康の保持増進を
図ることができる。

Ｈ28年度

目標の評価方法

すべての妊婦が妊娠中に必 妊娠届出状況
要な健診を受診し、安心して
妊娠期を過ごし出産を迎える
ことができる。

○

2

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

（何を・どうするか）

妊婦一般健康診査費用14回
分を公費負担することにより、
積極的な受診を勧奨し、安心
して妊娠・出産を迎えられるよ
う支援した。
【妊娠15週までの届出率】
94.8％

・妊産婦・新生児訪問指導実施
状況
・こんにちは赤ちゃん訪問実施
状況

【出生児の訪問率】
全数訪問を目指す。未訪問者
に対して健康診査やその後の
訪問等により支援する。

△：一部達成できなかった

生後4か月までの乳児のいる
家庭等を訪問し、子育て支援
や発育発達・栄養に関する情
報提供や養育環境等の把握、
必要な保健指導を行った。

・妊娠一般健康診査費用14回
分を公費負担にすることによ
り、積極的な受診を勧奨し、
安心して妊娠・出産を迎えら
れるよう支援する。
・公費負担の対象となる検査
項目を追加(※）し、妊婦の健
康管理の充実を図る。※国が
妊婦に対する健康診査につ
いての望ましい基準を定めた
ことに伴い、子宮頸がん検査
を新たに追加。貧血検査・血
糖検査・超音波検査の公費負
担回数を追加。

・妊婦一般健康診査費用14回
分を公費負担することにより、
積極的な受診を勧奨し、安心
して妊娠・出産を迎えられるよ
う支援した。
・公費負担の対象となる検査
項目を追加し、妊婦の健康管
理の充実を図った。

生後4か月までの乳児のいる
全ての家庭等を訪問し、子育
て支援や発育発達・栄養に関
する情報提供や養育環境等
の把握、必要な保健指導を行
う。

生後4か月までの乳児のいる
家庭等を訪問し、子育て支援
や発育発達・栄養に情報提供
や養育環境の把握、必要な保
健指導を行った。

【出生児の訪問率】
99.0％

上越市健康増進計画の生
涯を通じた健康づくりの推
進についての取組に基づ
き、保護者が子どもの成
長発達に関する学習がで
きる場を提供し、自ら子ど
もの育ちを確認できるよ
う、適切な時期に健康診
査を実施し、疾病・異常の
早期発見に努めるととも
に、発育発達に応じて支
援する。

乳幼児健診の受診により、疾 乳幼児健診受診率（3か月、6か 適切な時期に乳幼児健診を ・適切な時期に乳幼児健診を
病・異常の早期発見に努める 月、9か月、1歳6か月、3歳）
実施することにより、乳幼児の 実施することにより、乳幼児
と共に、保護者自身が子ども
健やかな成長発達を目指し、 の健やかな成長発達を目指
の発育発達を確認することが
疾病、異常の早期発見や育児 し、疾病、異常の早期発見や
できる。
支援を行った。
育児支援を行う。
・受診率向上のための受診勧
【乳幼児健診の受診率】
【乳幼児健診の受診率】
奨に努める。
98％以上を維持する。
97.3％

予防接種を実施し、感染
の恐れがある疾病の発生
の蔓延を防ぎ、公衆衛生
の向上を図る。

感染のおそれのある疾病を予 公費対象の被接種者数実績
防し、公衆衛生の向上及び増
進を図るとともに、乳幼児、児
童・生徒の感染症の予防を図
る。

Ｈ29年度

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

医療機関との連
携や他事業を通
じての周知を継
続し、速やかに
妊娠届を行うよ
う促していく。

6

フッ化物塗布事
業

フッ化物洗口事
業（保育園）

幼児期における歯質の向 歯や口腔の健康状態を保
上とう蝕予防を徹底し、幼 ち、幼児の健康の保持増
児の健康な成長を図るた 進を図る。
め、フッ化物塗布を実施す
る。

幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた
め、保育園においてフッ化
物洗口を実施する。

幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、保
育園でのフッ化物洗口の
実施率の向上を図る。

【出生児の訪問率】
99.3％

○

適切な時期に乳幼児健診を
実施することにより、乳幼児
の健やかな成長発達を目指
し、疾病、異常の早期発見や
育児支援を行った。
【乳幼児健診の受診率】
94.7％

乳幼児の予防接種について、 【接種率】
目標接種率を達成するため、 87.40%
引き続き接種率向上のため
※ヒブ、小児用肺炎球菌、四 の接種勧奨に努める。
※ヒブ、小児用肺炎球菌、四
種混合、BＣＧ、麻しん風しん、
種混合、BＣＧ、麻しん風し
水痘の平均
ん、水痘の平均

幼児期における歯質の向上 歯科健診受診者に対するフッ化 幼児期における歯質の向上 幼児期における歯質の向上と
と、う蝕予防の徹底により、幼 物塗布実施率（1歳6か月児、2 と、う蝕予防を徹底し、幼児の う蝕予防を徹底し、幼児の健
児の健康の保持増進を図るこ 歳児、3歳児）
健康な成長を図るため、フッ 康な成長を図るため、フッ化
とができる。
化物塗布を実施した。
物塗布を実施する。

幼児期における歯質の向上と
う蝕予防を徹底し、幼児の健
康な成長を図るため、フッ化
物塗布を実施した。

【フッ化物塗布の実施率】
80％

【フッ化物塗布の実施率】
72.4％

【フッ化物塗布の実施率】
78.0％

幼児期における歯質の向上 フッ化物洗口の実施率
と、う蝕予防を徹底し、保育園
でのフッ化物洗口の実施率が
向上されている状態。

【フッ化物洗口の実施率】
97.3％
（2012/2067人）

【実施率】
96.6％
（1,928/1,996人）

【フッ化物洗口の実施率】
（フッ化物洗口を実施している
園児の割合）
95％

1

→

・妊婦一般健康診査費用14回分を公費負担することによ
り、積極的な受診を勧奨し、安心して妊娠・出産を迎えられ
るよう支援する。
・検査項目の拡充を継続し、妊婦の健康管理の充実を図
る。
健康づくり
推進課

【妊娠15週までの届出率】
96.3%

○

○

・公立100％ (43/43園)
・私立60.0％ (12/20園)
・私立保育園・認定こども園に
フッ化物洗口についての研修
を行い、新規実施の促進を
図った。
・28年度新規実施3園に対し
て運営費補助や技術的支援
を行った。

・長期間の里帰
りや入院などで
訪問できない家
庭以外は、助産
師・保健師によ
る訪問を実施
し、必要な保健
指導を行うこと
ができた。
・4か月までに訪
問を実施できな
かった家庭は、3
か月児健診や電
話等で支援を
行った。
未受診者に対す
る受診勧奨を
行ったが、受診
率は昨年度を下
回った。

→

生後4か月までの乳児のいる家庭等を訪問し、子育て支援
や発育発達・栄養に関する情報提供や養育環境の把握、
必要な保健指導を行う。

健康づくり
推進課

→

・適切な時期に乳幼児健診を実施することにより、乳幼児の
健やかな成長発達を目指し、疾病、異常の早期発見や育
児支援を行う。
・受診率向上のための受診勧奨に努める。
健康づくり
推進課

△

【接種率】
88.61％

・歯科衛生士によるむし歯予
防教室やおたより等を通し
て、フッ化物洗口に対する保
護者の理解を深めていく。
・公立100％ (43/43園)
・未実施の園に対し、フッ化物
・私立47.4％ (9/19園)
洗口に関する理解が得られる
よう、引き続き園長会議等で
平成27年8月、私立保育園・ 働きかける。
認定こども園の園長を対象に ・28年4月現在、フッ化物洗口
フッ化物洗口に関する研修会 を実施している9園及び7月か
を実施した。
ら新規に実施する3園に対し、
引き続き運営費補助や技術
的支援を行う。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

○

【接種率】
90％

5

担当課

達成状況

実績

×：達成できなかった

○

H31年度目標の
90％には及ばな
いものの、H28年
度の中間目標
87.42％とほぼ同
等の接種率を達
成した。

→

フッ化物塗布の
実施率は昨年度
を上回った。
機会を捉えて保
護者への周知を
行う。

→

年々実施率が増
加しており、フッ
化物洗口を受け
る機会の拡大が
図られている。
未実施園に対し
ては、引き続き
園長会議等で実
施を働きかけ
る。

→

乳幼児の予防接種について、接種率向上のため引き続き、
広報やホームページ掲載、個別通知、乳幼児健診時の指
導等による接種勧奨に努める。
健康づくり
推進課

幼児期における歯質の向上とう蝕予防を徹底し、幼児の健
康な成長を図るため、フッ化物塗布を実施する。
健康づくり
推進課

・歯科衛生士によるむし歯予防教室やおたより等を通して、
フッ化物洗口に対する保護者の理解を深めていく。
・未実施の園に対し、フッ化物洗口に関する理解が得られ
るよう、引き続き園長会議等で実施を働きかける。
・29年度に新たにフッ化物洗口を実施予定の１園に対し、運
営費補助や技術的支援を行う。
保育課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

6

7

追

8

9

追

取

組

フッ化物洗口事
業（幼稚園）

事業概要

目

的

幼児期における歯質の向 幼児期における歯質の向
上とう蝕予防を徹底し、幼 上とう蝕予防を徹底し、幼
児の健康な成長を図るた 児の健康な成長を図る。
め、幼稚園においてフッ化
物洗口を実施する。

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

希望する幼児全員。
【フッ化物洗口の実施率】
95％

ブラッシング指導 幼児期において歯の健康 歯科衛生士によるブラッシ
会
に興味関心を持たせ、う蝕 ング指導を通して、幼児や
予防を図るため、歯科衛 保護者に歯の健康に興味
生士より親子に対するブ 関心を持たせ、う蝕予防を
ラッシング指導会を実施す 図る。
る。

幼稚園に在園している5歳児
幼児とその保護者全員が歯
科衛生士によるブラッシング
指導を受けている。

むし歯予防教室

休日・夜間診療
所

10 電子母子手帳

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

実績

（何を・どうするか）

フッ化物洗口を希望する幼児の 【フッ化物洗口の実施率】
割合が前年度を上回る。
ひがし幼稚園が閉園となり、
市内1幼稚園となった。実施率
は90.2％

歯科衛生士による親子ブラッ 【フッ化物洗口実施率】
シング教室や、養護教諭によ 83.3％
る歯科保健指導等を通して、 (55/66人）
フッ化物洗口に対する保護者
の理解を深めていく。

ブラッシング教室への参加状況 5歳児とその保護者に対し、歯 歯科衛生士による5歳児の親 5歳児と保護者に対し、歯科
科衛生士よりブラッシング指 子を対象にしたブラッシング 衛生士によるブラッシング指
導を実施した。
教室を実施し、歯みがきの大 導を実施し、あわせて保護者
切さについて、保護者・幼児 対象に歯科保健講話を実施
の意識の向上を図る。
した。

むし歯の予防及び早期治
療の必要性・大切さを保護
者や園児が認識し、実行
していくための意識の向上
を目指す。

むし歯予防への関心を維持す むし歯予防教室の実施率
るために、教室の継続実施が
できている状態。

休日や夜間における急な
発熱やケガなど比較的軽
い症状に対する応急医療
を行う。

病院等の診療時間外にお
ける一次救急医療機関と
して市民の受診機会を確
保し、地域における救急医
療体制の充実を図る。

年間を通じて病院等の診療時 ・休日・夜間診療所運営委員会 年間を通じて病院等の診療時
間外における第一次救急医 での検証
間外における第一次救急医
療体制の確保が図られている ・年間の開設状況
療体制を確保した。
状態。
【開設日数】
【開設日数】
366日
365日

年間を通じて病院等の診療時 年間を通じて休日・夜間診療
間外における第一次救急医 所を開設し、病院等の診療時
療体制を確保する。
間外における第一次救急医
療体制を確保した。
【開設日数】
・休日・夜間診療所運営委員
365日
会の開催し、診療所の運営に
関する協議を行った（2回）
【開設日数】
365日

妊娠届出時をはじめ各種母子 妊娠届出時における事業周知
保健事業において周知し、妊 状況
娠届出者全員がサービスを利
用している状態。

・妊娠・出産・育児に関する市
独自のアプリケーションを開
発し、妊娠中または子育て中
の人等を対象に、母子保健情
報をモバイル端末で提供し、
母子の健康保持及び子育て
に関する支援環境の充実を
図る。
・平成28年度内の開設を目指
す。

妊娠中、または子育て世代を
対象とし、子育て支援の情報
などをリアルタイムに発信し、
予防接種のプッシュ機能など
を備えたアプリを開発し、子育
て支援環境の充実のため、ア
プリの提供を年度内に開始し
た。

・不妊治療費助成事業助成状況 ・市ホームページでの市民へ ・広報誌や市ホームページで
・市民及び産婦人科医療機関へ の周知のほか、市内産婦人科 の市民への周知のほか、市
の周知状況
医療機関へポスターとパンフ 内産婦人科医療機関へパン
レットの配布及び制度説明を フレットの配布及び制度説明
行った。
を行う。
・また、電話等による市民から ・制度改正の内容について、
の問合せに対して、制度説明 申請者への説明を徹底する。
を行った。
・不妊に悩んでいる夫婦に対
し、不妊治療にかかる費用の
【助成件数】
一部を助成する。
201件

・市ホームページでの市民へ
の周知のほか、市内産婦人
科医療機関へポスターとパン
フレットの配布及び制度説明
を行った。
・また、電話等による市民から
の問合せに対して、制度説明
を行った。

妊娠・出産・育児に関する
情報をモバイル提供する
ことを可能にし、母子の健
康保持ならびに子育てに
関する支援環境の充実を
図る。

100％実施

すべての園でむし歯予防教室 【実施率】
を実施する。
100％ （63/63園）
公立 100％ (43/43園)
私立 100％ (20/20園)

【むし歯予防教室の実施率】
100％を維持する。

【妊娠届出時における周知】
100％

×：達成できなかった

Ｈ29年度

担当課

達成状況

保育園児とその保護者を
対象に、歯科衛生士を講
師として、虫歯予防の知識
啓発及びブラッシング指導
等を、各園年1回実施す
る。

妊娠中または子育て中の
方へ、予防接種や各種健
診の日程など、妊娠・出
産・育児に必要な情報を、
スマートフォンなどのモバ
イル端末へ提供する「電子
母子手帳」のサービスを開
始する。

△：一部達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

△

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

保護者の理解を
深めていくため、
引き続き、親子
ブラッシング教
室、歯科保健指
導を継続し、実
施率向上を図
る。

→

引き続き、歯科
衛生士によるブ
ラッシング指導
を継続する。

→

すべての対象園
で実施した。

→

歯科衛生士による親子ブラッシング教室や、養護教諭によ
る歯科保健指導等を通して、フッ化物洗口に対する保護者
の理解を深めていく。
学校教育
課

歯科衛生士による5歳児の親子を対象にしたブラッシング教
室を実施し、歯みがきの大切さについて、保護者・幼児の意
識の向上を図る。
学校教育
課

すべての対象園（61園）で実施する。

○

○

○

保育課

休日・夜間診療
所を開設し、病
院やかりつけ医
等が診療時間外
のときも安心して
医療を受けるこ
とができる体制
を確保した。来
年度も引き続
き、年間を通じた
夜間・休日にお
ける救急医療体
制を確保する。

→

オープンイベント
や広報などで周
知を図り、利用
者の増加を図
る。

→

制度改正にあた
り、平成27年度
末に医療機関へ
の説明を行った
ことにより、制度
の周知が図ら
れ、申請（助成）
件数が増加し
た。

→

年間を通じて休日・夜間診療所を平日夜間及び休日等に開
設し、救急医療体制の構築に向けて軽症患者に対する初
期救急医療を提供する。

地域医療
推進室

・広報じょうえつでの周知、妊娠届の際にチラシを配布し、
アプリをダウンロードしてもらう。
・オープンイベントや、こどもセンターでの周知等で利用者
の増加を図る。
健康づくり
推進課

２ 子育てに対する経済的支援の充実
1

2

不妊治療費助成 不妊に悩んでいる夫婦に 安心して妊娠・出産を迎え
事業
対し、不妊治療にかかる るため、不妊治療を行って
費用の一部を助成する。 いる市民に不妊治療費の
一部を助成し、経済的負
担の軽減を図る。

妊産婦・子ども医 ・妊産婦医療費助成
療費助成事業
市民税所得割非課税世帯
の妊産婦に対し、自己負
担金から一部負担金等を
控除した額を助成する。
・子ども医療費助成
入院・通院ともに0歳～中
学校卒業までの子どもの
医療費に対し、自己負担
金から一部負担金等を控
除した額を助成する。

疾病の早期発見と早期治
療を促すとともに、子育て
支援として保護者の経済
的な負担を軽減する。

市民への事業の周知及び医
療機関へのパンフレットの配
布等により、必要な人がもれ
なく制度の利用につながって
いる状態。

対象となるすべての人が、受 住民票異動リストとの突合により ・申請漏れが起こらないよう、
給資格を有している状態。
確認
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行った。
【申請漏れ件数】
・住民票の異動状況を随時確
0件
認し、未申請者に対して随時
案内を行った。

2

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時確
認し、未申請者に対して随時
案内を行う。
＊子ども医療費助成は、平成
28年9月1日から、対象者を高
校卒業相当年齢（18歳到達後
最初の3月31日まで）に拡充。

○

・市ホームページでの市民への周知のほか、市内産婦人科
医療機関へパンフレットの配布及び制度説明を行う。
・不妊に悩んでいる夫婦に対し、不妊治療にかかる費用の
一部を助成する。
健康づくり
推進課

【助成件数】
309件
・出生及び転入による受給資
格者について、市民課と連携
し、手続きの案内を行った。
・住民票の異動状況を把握
し、未申請者に対し随時案内
を行った。
・拡充に伴う未申請者に対し、
郵送により申請を促した。

○

拡充に伴う未申
請者へ通知を
行ったが、半数
がいまだ未申請
となっているた
め、再度通知を
行う必要があ
る。

・申請漏れが起こらないよう、市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民票の異動状況を随時確認し、未申請者に対し、随時
案内を行う。
・未申請者に対し、通知を行い、制度の周知を図る。
こども課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

3

取

組

事業概要

目

的

児童手当給付事 中学校3年生までの子ども 児童を養育する家庭等に
業
を対象に手当を給付する。 おける生活の安定を図る
とともに、次代の社会を担
う児童の健やかな成長を
支援する。

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

△：一部達成できなかった

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

対象となるすべての人が、受 住民票異動リストとの突合により ・申請漏れが起こらないよう、
給資格を有している状態。
確認
市民課窓口と連携し、対象者
に手続の案内を行った。
【申請漏れ件数】
・毎週ごとに住民票異動リスト
0件
をもとに申請状況を確認し、未
申告者に対して案内通知を
行った。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・住民異動リストをもとに未申
請者に対し申請を促す。

Ｈ29年度

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続の案内を行った。
・毎週ごとに住民票異動リスト
をもとに申請状況を確認し、
未申告者に対して案内通知を
行った。

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

【申請漏れ件数】
0件

4

児童扶養手当給 ひとり親家庭等の父また
付事業
は母等に対して手当を給
付する。

ひとり親家庭等の生活の
安定と、子育てにかかる経
済的負担の軽減を図る。

対象となるすべての人が、受 広報紙による制度の周知回数
給資格を有している状態。
【制度の周知回数】
2回

5

6

7

8

保育料の軽減

国基準保育料に対する保
護者負担割合について、
国が示す徴収基準額より
低い額で保育料を設定し、
その差額は市が独自に負
担する。

子育て家庭の経済的負担
を軽減し、保護者が安心し
て子供を預けられる環境
を整える。

子育て家庭の経済的負担が 保育料の軽減率
軽減され、保護者が安心して
保育園に子どもを預けられる
状態。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行った。
・広報8月1日号で制度の周知
を行った。
・市ホームページを改訂し、制
度概要をわかりやすく紹介し
た。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・現行の8月に加え、申請が増
える年末頃、広報紙で制度の
周知を行う。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課と連携し、対象者に手
続きの案内を行った。
・広報上越8月1日号で制度の
周知を行った。
・平成28年8月分以降、第2
子、第3子以降にかかる手当
を加算する（児童扶養手当法
改正による）。この制度改正を
市ホームページに掲載し、対
象者へ文書で周知した。

【保育料の軽減率】
25％

・保育料算定における旧年少
扶養控除の実施、国の階層
区分8階層を20階層に細分化
等により、引き続き保育料軽
減を図る。
・平成28年度から国の制度改
正により、多子世帯・ひとり親
世帯の保育料の軽減を拡充
する。

【保育料の軽減率】
25％

【保育料の軽減率】
25％

・旧年少扶養控除の継続、国
の階層区分8階層を20階層に
細分化することにより、保育
料軽減を図った。
・国の制度改正により、多子
世帯・ひとり親世帯の保育料
の軽減を拡充した。

私立幼稚園就園 私立幼稚園の入園料・保
奨励費補助金
育料を対象に、保護者の
所得状況に応じた補助を
行い、保護者の経済的負
担の軽減を図る。

幼児教育を受ける権利を
平等に享受できるよう、保
護者の所得に応じた保育
料補助を行い、幼児教育
の振興を図る。

幼児期の教育を希望する保護 支援が必要な保護者を把握し、 幼稚園と連携を取りながら、
者が、経済的な理由により教 当該保護者全員に必要な補助 支援が必要な保護者の把握
育を受けられないことがない を行う。
に努め、当該保護者全員に必
よう、必要な補助を行う。
要な補助を行った。

新制度に移行しない私立幼稚
園に対し、支援が必要な保護
者の把握に努め、対象者全
員に所得状況に応じた補助を
行う。

幼稚園と連携を取りながら、
支援が必要な保護者の把握
に努め、当該保護者全員に必
要な補助を行った。

就学援助費
（特別支援教育
就学奨励金）

障害のある児童生徒の自
立や社会参加に向けた主
体的な取組を支援すると
いう視点で、個々の教育
的ニーズを把握し、その持
てる力を高め、生活や学
習上の困難を改善又は克
服するため、適切な指導
及び必要な支援を行う特
別支援学級に就学する児
童生徒の就学に必要な経
費の一部を援助する。

特別支援学級で学ぶ児童生 学期ごとの制度案内チラシの配 4月、9月、1月に対象児童生 必要な援助を行うため、制度
徒の保護者の経済的負担が 布回数。
徒の保護者に対し、学校で制 周知を徹底し、対象者の申請
軽減され、必要な支援を受け
度案内を配付し、随時申請を 漏れがないようにする。
られる状態。
受け付けた。

4月と9月と1月に対象児童生
徒の保護者に対し、学校で制
度案内を配付し、随時申請を
受け付けた。

【制度の周知回数】
年3回

【制度の周知回数】
年3回

学校教育法第19条「経済
的理由によつて、就学困
難と認められる学齢児童
又は学齢生徒の保護者に
対しては、市町村は、必要
な援助を与えなければな
らない。」の規定に基づ
き、経済的に困窮する世
帯の教育費の一部負担軽
減を図るため、学用品費
や給食費などの支援を行
う。

市内小中学校に通う児童生徒 学期ごとの制度案内チラシの配 4月、9月、1月に対象児童生 必要な援助を行うため、制度
のうち、経済的に困窮する世 布回数。
徒の保護者に対し、学校で制 周知を徹底し、対象者の申請
帯の経済的負担が軽減され、
度案内を配付し、随時申請を 漏れがないようにする。
必要な援助が受けられる状
受け付けた。
態。
【制度の周知回数】
【制度の周知回数】
年3回
年3回

就学援助費
（要保護及び準要
保護児童生徒援
助費）

障害のある児童生徒が特
別支援学級で学ぶ際に、
保護者が負担する教育関
係経費を、家庭の経済状
況に応じて支援する。

経済的に困窮する世帯の
教育費の一部負担軽減を
図るため学用品費や給食
費などの支援を行う。

【制度の周知回数】
年3回

3

担当課

達成状況

実績

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

市民課窓口と連
携し、市民課窓
口へ来た対象者
へ申請を促すこ
とができた。住
民票異動リスト
の確認とともに、
引き続き、申請
漏れのないよう、
周知に努める。

→

○

4月と9月と1月に対象児童生
徒の保護者に対し、学校で制
度案内を配付し、随時申請を
受け付けた。
○

・申請漏れが起こらないよう、市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・引き続き住民異動リストをもとに未申請者に対し申請を促
す。

市民課等と連携
し、ひとり親にな
るタイミングを捉
え、制度の周知
と申請案内を
行った。

→

・国の制度改正
による保育料軽
減と、市独自の
軽減により、運
用できた。

→

・平成29年度から市独自の軽減を拡充する。
（年収約470万円未満相当世帯について、第3子以降の保
育料を無料にするとともに、市民税所得割課税世帯の保育
料を一律5％引き下げる。）
・平成29年度から国の制度改正による保育料の軽減を拡
充する。
（市町村民税非課税世帯の多子世帯について、第2子半
額、第3子無料を、第1子の年齢にかかわらず、第2子以降 保育課
を無料とする。また、年収約360万円未満相当のひとり親世
帯等について、第1子半額を、市町村民税非課税世帯並み
に軽減する。）
・引き続き、保育料算定における旧年少扶養控除の実施、
国の階層区分8階層を20階層に細分化等により、保育料軽
減を図る。

幼稚園に対して
追加申請者の有
無を随時確認
し、園の状況把
握に努めた。

→

新制度に移行しない私立幼稚園に対し、支援が必要な保護
者の把握に努め、対象者全員に所得状況に応じた補助を
行う。

制度周知によ
り、特別支援学
級に在籍する児
童生徒に対し、
就学奨励費の支
給による経済的
支援を行うこと
ができた。

→

制度の周知を徹
底して、援助が
必要な児童生徒
に援助費を支給
することができ
た。

→

こども課

・申請漏れが起こらないよう、市民課等と連携し、対象者に
手続きの案内を行う。

こども課

○

○

【制度の周知回数】
年3回

×：達成できなかった

教育総務
課

特別支援学級に在籍する児童生徒に必要な支援を行うた
め、対象者の申請漏れがないよう、年3回制度案内を配布
する。

学校教育
課

年3回、市内小中学校の全児童生徒に制度案内を配布す
る。

学校教育
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

9

取

組

通学援助費

事業概要

遠距離通学する児童・生
徒の通学費を援助し、保
護者の負担軽減を図る。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

遠距離通学する児童・生
徒の通学費を援助し、保
護者の負担軽減を図る。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

子育てしやすい環境をつく
るため、多子世帯に対し、
企業の協力を得て商品の
割引等各種サービスを提
供し、子育て世帯の経済
的負担の軽減を図る。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

遠距離通学する児童・生徒の
通学費を援助し、保護者の負
担軽減と通学時の安全を確保
した。
【制度の周知回数】
1回

新規協賛店舗数を増やし、多 新規協賛店舗数
子世帯の経済的負担の軽減
が図られている状態。

○

H27実績

（何をもって、どのように評価する
か）

【制度の周知回数】
2回

10 子育てジョイカー 18歳未満の子どもが3人
ド事業
以上いる世帯に「子育て
ジョイカード」を交付し、
カードを提示した人に対
し、協賛店舗等が商品の
割引や特典などのサービ
スを提供する。

Ｈ28年度

目標の評価方法

遠距離通学する児童・生徒の 制度案内チラシの配布回数。
通学費を援助し、保護者の負
担軽減が図られている。

【新規協賛店舗数】
25店舗以上（Ｈ26年度比）

・市内のトキっ子くらぶサポー
ト店のうち、ジョイカード未協
賛企業に対し、募集チラシを
送付した。
・広報上越に協賛店の募集記
事を掲載するほか、上越商工
会議所及び商工会を通じて募
集チラシを配布した。

疾病の早期発見・早期治
療を促すとともに、ひとり
親世帯の経済的な負担を
軽減する。

対象となるすべての人が、受 広報紙による制度の周知回数
給資格を有している状態。

12 母子家庭等の自 ・自立支援教育訓練給付 ひとり親家庭の経済的自
立支援の推進
金、高等職業訓練促進給 立を促すことで、生活の安
付金を支給し、就職に有 定を図る。
利な資格等の取得を支援
する。
・また、母子自立支援員を
配置し、母子・父子家庭の
個々の状況に応じた相談・
指導等の支援を行う。

ひとり親家庭等の保護者が就 制度の案内チラシの配付回数
労し、経済的に自立している
状態。

【制度の周知回数】
2回

【制度の周知回数】
4回

実績

遠距離通学する児童・生徒の
通学費を援助し、保護者の負
担軽減と通学時の安全を確
保した。

・市内のトキっ子くらぶサポー
ト店のうち、ジョイカード未協
賛企業に対し、募集チラシを
送付するほか、電話による募
集を行う。
・広報上越に協賛店の募集記
事を掲載する。

・市内のトキっ子くらぶサポー
ト店のうち、ジョイカード未協
賛企業に対し、募集チラシを
送付するほか、直接店舗を訪
問し、協賛依頼を行った。
・広報上越に協賛店の募集記
事を掲載した。

【制度の周知回数】
1回

重度障害児に対して、そ
の障害のため必要となる
精神的、物質的な特別の
負担の軽減の一助として
手当を支給することによ
り、特別障害児の福祉の
向上を図る。

関係機関と連携を図りなが
ら、窓口等での制度周知を漏
れ落ちがないよう徹底されて
いる。

14 特別児童扶養手 精神または身体に障害の 精神又は身体に障害を有
当
ある児童（20歳未満）を在 する児童について手当を
宅で監護・養育する人に 支給することにより、これ
対し、手当を支給する。
らの児童の福祉の増進を
図る。

関係機関と連携を図りなが
ら、窓口等での制度周知を漏
れ落ちがないよう徹底されて
いる。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行った。
・広報上越8月1日号で制度の
周知を行った。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・ホームページや広報上越
（年2回）での制度の周知・案
内を行い、未申請者に対し申
請を促す。

・申請漏れが起こらないよう、
市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行った。
・広報上越8月1日号で制度の
周知を行った。

・児童扶養手当定期支払通知
等に就職支援案内を同封し、
対象者全員に支援制度の案
内を行った。
・児童扶養手当申請者のうち
無職の人に対し、制度の案内
チラシを配布した。
【制度の周知回数】年4回
【プログラムの作成件数】9件

・窓口での声かけや児童扶養
手当現況文書等送付時に対
象となると思われる人に文書
を送付する（年4回）
・ハローワークと連携し、ひと
り親家庭等の保護者を就労に
結び付ける。

・児童扶養手当定期支払通知
等に就職支援案内を同封し、
対象者全員に支援制度の案
内を行った。（4月及び12月定
期支払通知、7月現況届書類
送付、10月の現況届裁定結
果通知、毎月の新規認定通
知等に同封）
【制度の周知回数】年4回

身体障害者手帳及び療育手帳 関係機関と連携を図り、窓口 関係機関と連携を図りなが
関係機関と連携を図り、窓口
交付時、その他関連性のある手 等での制度周知を徹底し、申 ら、申請漏れのないよう、窓口 等での制度周知を徹底し、申
続き対応時に制度周知を実施し 請漏れはなかった。
等での制度周知の徹底に努 請漏れはなかった。
たか、漏れ落ちがないかどうか、
める。
職員間で確認する。
【受給者数】
119人

身体障害者手帳及び療育手帳 関係機関と連携を図り、窓口 関係機関と連携を図りなが
関係機関と連携を図り、窓口
交付時、その他関連性のある手 等での制度周知を徹底し、申 ら、申請漏れのないよう、窓口 等での制度周知を徹底し、申
続き対応時に制度周知を実施し 請漏れはなかった。
等での制度周知の徹底に努 請漏れはなかった。
たか、漏れ落ちがないかどうか、
める。
職員間で確認する。
【受給者数】
343人

4

担当課

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

学校と連携し、
制度の周知及び
対象者の把握を
行うことで、対象
となる児童・生徒
の通学費を援助
し、保護者の負
担軽減と通学時
の安全を確保す
ることができた。

保護者に確実に援助ができるよう、学校と連携して制度の
周知を徹底する。また、対象者の把握に努め、対象者の申
請漏れがないようにする。
学校教育
課

→

○

直接店舗を訪問
したことで新規
協賛店舗が増え
たことから、引き
続き啓発に努め
る。

→

○

市民課を始めと
した関係課と連
携により、十分
な周知を行うこと
ができた。

これまで年3回
だった就労支援
制度チラシの対
象者全員への配
布を年4回に増
やしたが、自立
支援プログラム
の作成件数は伸
びなかった。一
方でハローワー
クの就労自立促
進事業における
児童扶養手当受
給者の就職件数
が目標の22件に
対し46件の実績
となっており、就
労を希望するひ
とり親はハロー
ワークの就労支
援を受けたもの
と考えられる。

→

→

○

申請漏れがない
よう、制度内容を
窓口等で周知す
ることで、日常生
活の安定につな
げる。

→

○

申請漏れがない
よう、制度内容を
窓口等で周知す
ることで、日常生
活の安定につな
げる。

・ジョイカード未協賛企業に対し、募集チラシを送付するほ
か、直接店舗を訪問し、個別に勧誘を促す。
・広報上越に協賛店の募集記事を掲載する。

こども課

【新規協賛店舗数】
14店舗

・児童扶養手当申請者のうち
無職の人に対し、制度を説明
し、案内チラシを配布した。
【プログラムの作成件数】10件

13 障害児福祉手当 精神または身体に著しい
重度の障害があり、日常
生活において常時介護を
必要とする児童（20歳未
満）に対し、手当を支給す
る。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

達成状況

平成27年度に引き続き、支援
が必要な保護者に確実に援
助ができるよう、学校と連携し
て制度の周知及び対象者の
把握に努める。また、補助金
交付申請時期の見直しを行
い、より早い段階で対象者を
把握できるように努める。

【新規協賛店舗数】
11店舗
11 ひとり親家庭等 ひとり親家庭等の父又は
医療費助成事業 母等及び児童の医療費に
ついて、自己負担金から
一部負担金を控除した額
を助成する。

△：一部達成できなかった

○

・申請漏れが起こらないよう、市民課窓口と連携し、対象者
に手続きの案内を行う。
・ホームページや広報上越（年2回）での制度の周知・案内
を行い、未申請者に対し申請を促す。

こども課

引き続きハローワークとも連携をしながら、こども課におい
ても就労支援を行っているPRをする必要がある。新規申請
者及び現況届出時に「無職」のひとり親に対し、就労支援を
働きかけていく。

こども課

関係機関と連携を図りながら、申請漏れのないよう、窓口等
での制度周知の徹底に努める。

福祉課

関係機関と連携を図りながら、申請漏れのないよう、窓口等
での制度周知の徹底に努める。

福祉課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

追

追

取

組

事業概要

15 未熟児養育医療 生まれたときの体重が
給付事業
2,000ｇ以下であるか、また
は2,000ｇを超えていても医
師の診断により生活薄弱
であって、一定の症状を有
している乳児に対し、入院
養育が必要と認めた場合
に必要な医療の給付を行
う。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

指定医療機関との連携によ
り、23件の新規申請があっ
た。

実績

対象となるすべての人が、医 市内の指定養育医療機関に対
療の給付を受けている状態。 する対象者の照会

担当課

16 入学支度金支給 新潟県教育委員会が指定 新潟県教育委員会が指定
事業
する地域に居住する児童・ する地域に居住する児童・
生徒の教育の振興を図る 生徒の保護者に入学支度
ため入学支度金を支給す 金を支給し、保護者の経
る。
費負担の軽減と教育機会
の均衡を図る。

新潟県教育委員会が指定す 申請のあった対象者へ入学支
る地域に居住する児童・生徒 度金を支給した件数。
の保護者に入学支度金を支
給し、保護者の経費負担の軽
減と教育機会の均衡を図る。

対象地域の児童・生徒の保護 新潟県教育委員会が指定す 対象地域の児童・生徒の保護
者に周知したが、申請はな
る地域に居住する児童・生徒 者に周知し、2人から申請を受
かった。
の教育の振興を図るため入 け付け補助を実施した。
学支度金を支給する。

保育園の再配置等に係る計
画（第2期）に基づく整備が完
了している状態。

①吉川区 建築設計、既存建
物除却、造成工事完了、建築
工事着手
②北本町 建築基本設計、地
質調査、用地買収完了
③中央・古城 地元説明、方
針決定、地質調査、現況測量
完了、建築設計着手
④名立区 地元説明、方針決
定

個別事業の計画に基づき、統
合・移転整備事業を実施す
る。
①吉川区 建築工事、外構工
事、工事監理、駐車場整備工
事、交流保育
②北本町 建築工事、工事監
理
③中央・古城 建築設計、移
設工事
④名立区 現況測量、用地測
量、地質調査、造成設計、建
築設計

①吉川区
・建築工事、外構工事、工事
監理、駐車場整備工事完了
・交流保育
②北本町
・建築工事着手、工事監理委
託
③中央・古城
・建築設計完了
④名立区
・現況測量、用地測量、地質
調査、造成設計完了
・建築設計委託

[公立]
・個所付け修繕 187件実施
・緊急修繕 191件実施
[私立]
私立保育園1園の整備に補助
金を交付
私立幼稚園の認定こども園移
行に際し、保育部分の補助金
を交付

・公立保育園については、修
繕計画に基づき、計画的に発
注できるよう準備を進めるとと
もに、緊急時においても時機
を逸することなく必要な修繕を
行う。
・私立保育園についても、必
要性に応じた補助を行う。

[公立]
・個所付け修繕 109件実施
※予定した138件について、
工程等を見直し、集約して実
施したもの
・緊急修繕 301件実施
[私立]
私立保育園1園の整備に補助
金を交付

・保育が必要な子どもに対し
て、保育士を配置した。
・5月と11月に保育士資格取
得者（潜在保育士）を対象とし
た再就職セミナーを実施した。
（参加者：10人）

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必要
な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応
するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募集
する。
・保育士資格取得者（潜在保育
士）を対象とした再就職セミナー
を実施し、保育士資格者の確保
に努める。

・保育が必要な子どもに対し
て、保育士を配置した。
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施した。（参加者：16
人、採用者：8人）

・保育が必要な子どもに対し
て、保育が提供されるよう必要
な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応
するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募集
する。
・引き続き保育士資格取得者
（潜在保育士）を対象とした再就
職セミナーを実施し、保育士資
格者の確保に努める。

・保育が必要な子どもに対し
て、保育士を配置した。
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施した。（参加者：16
人、採用者：8人）

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

指定養育医療機関と連携し、 指定医療機関との連携によ
申請漏れがないよう周知す
り、27件の新規申請があっ
る。
た。

【申請漏れ件数】
0件

【申請漏れ件数】0件

×：達成できなかった

Ｈ29年度

達成状況

正常の新生児に比べて疾
病に罹りやすく死亡率が
高い未熟児に対し、必要
な医療を給付することで、
保護者の経済的な負担を
軽減する。

【申請漏れ件数】
0件

△：一部達成できなかった

指定医療機関と
の連携により、
申請漏れはな
かった。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

→

指定養育医療機関と連携し、申請漏れがないよう周知す
る。

○

○

こども課

引き続き、対象
地域の保護者に
入学支度金を支
給し、経費負担
の軽減と教育機
会の均衡を図
る。

→

新潟県教育委員会が指定する地域に居住する児童・生徒
の教育の振興を図るため入学支度金を支給する。

計画（第2期）に
基づき年度計画
通り実施し、吉
川区新保育園の
建設を完了し
た。引き続き計
画の遂行を図
る。

→

個別事業の計画に基づき、統合・移転整備事業を実施す
る。
①吉川区
・開園竣工式、旧旭・吉川中央保育園除却工事完了
②北本町
・建築工事、外構工事、工事監理委託、駐車場整備工事完
了
③中央・古城
・建築工事着手、工事監理委託
・照明移設工事完了
保育課
④名立区
・建築設計、造成設計、造成工事（水路）完了

公立保育園につ
いては、修繕計
画に基づき、計
画的に発注でき
るよう準備を進
めるとともに、緊
急時においても
時機を逸するこ
となく必要な修
繕を行う。
私立保育園につ
いても、必要性
に応じた補助を
行う。

→

・公立保育園については、修繕計画に基づき、計画的に発
注できるよう準備を進めるとともに、緊急時においても時機
を逸することなく必要な修繕を行う。
・私立保育園についても、必要性に応じた補助を行う。
・整備費への補助金交付 1園
・改築費等への補助金交付 2園
・施設の防犯対策強化整備費への補助金交付 10園

・保育が必要な
子どもに対して、
年間を通じて適
切に保育を提供
した。
・保育士再就職
支援セミナーや
ハローワークへ
の求人等を通じ
て保育士資格者
を確保した。

→

・保育が必要な
子どもに対して、
年間を通じて適
切に保育を提供
した。
・保育士再就職
支援セミナーや
ハローワークへ
の求人等を通じ
て保育士資格者
を確保した。

→

学校教育
課

３ 多様な保育サービス等の提供
1

2

3

保育園の再配置 施設の老朽化、児童数の 地域の状況に見合った適
等の推進
減少・偏在、保育ニーズの 正な規模の保育園を適正
多様化等保育を取り巻く に配置することで、安心し
課題に対応するため、適 て子育てできる良好な保
正な規模の保育園を配置 育環境を整備する。
することにより、安心して
子育てができ、持続可能
な保育環境を確保する。

保育園の環境改 多様化する保育ニーズに 園児等が安全・安心して
善
対応するため、園舎の改 保育を受けられる環境を
修等を図り、安全・安心な 整備する。
保育環境を整備する。

通常保育事業（3 保護者の就労や疾病など 家庭の保護者にかわって
歳未満児）
の理由により、家庭におい 保育を行い、通園する児
て保育することができない 童の心身の健全な発達を
就学前児童を保育園の通 図るとともに、保護者が安
常の利用時間内において 心して子どもを預けられる
保育する。
環境を整備する。

全公立保育園のうち、解決すべ
き課題が解消された保育園数及
び再配置の方針が決定した保
育園数

公立・私立保育園の安全な保 ・緊急時の修繕の対応
育環境を維持されている状
・計画修繕の実施
態。

保育が必要な子どもに対し
待機児童数
て、年間を通じて保育が提供
されている状態。
【待機児童数】
0人

【待機児童数】
0人

4

通常保育事業（3 保護者の就労や疾病など 家庭の保護者にかわって
歳以上児）
の理由により、家庭におい 保育を行い、通園する児
て保育することができない 童の心身の健全な発達を
就学前児童を保育園の通 図るとともに、保護者が安
常の利用時間内において 心して子どもを預けられる
保育する。
環境を整備する。

保育が必要な子どもに対し
待機児童数
て、年間を通じて保育が提供
されている状態。
【待機児童数】
0人

・保育が必要な子どもに対し
て、保育士を配置した。
・5月と11月に保育士資格取
得者（潜在保育士）を対象とし
た再就職セミナーを実施した。
（参加者：10人）
【待機児童数】
0人

5

【待機児童数】
0人

【待機児童数】
0人

○

○

○

○

保育課

・保育が必要な子どもに対して、保育が提供されるよう必要
な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募集する。
・保育士資格取得者（潜在保育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者の確保に努める。
保育課

・保育が必要な子どもに対して、保育が提供されるよう必要
な保育士を配置する。
・年度途中の入園希望に対応するため、年間を通じハロー
ワークで保育士資格者を募集する。
・保育士資格取得者（潜在保育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者の確保に努める。
・新潟県保育サポートセンターに登録し、潜在保育士の確 保育課
保に努める。

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

5

取

組

延長保育事業

事業概要

通常の利用時間以外の時
間において、引き続き保育
を必要とする児童を保育
園で保育する。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

就労形態の多様化、長時
間勤務などに伴う保育時
間の延長に対する保育
ニーズに対応する。

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

○

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

延長保育が必要な子どもに対 利用申込数に対する受入れ状
して、保育が提供されている 況
状態。
【利用申込みに対する受入状
況】
100％

（何を・どうするか）

・保育が必要な子どもに対し
て、保育士を配置した。
・5月と11月に保育士資格取
得者（潜在保育士）を対象とし
た再就職セミナーを実施した。
（参加者：10人）

・延長保育が必要な子どもに
対して保育が提供されるよう
職員を配置する。
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者
を確保に努める。

【利用申込みに対する受入状
況】
100％

6

一時預かり事業
（保育園）

保育園において、児童を 就労形態の多様化に伴う
一時的に預かる保育サー 一時的な保育や保護者の
ビスを実施する。
疾病などによる緊急的な
保育に対応する。

一時預かりが必要な子どもに 利用申込数に対する受入れ状
対して、保育が提供されてい 況
る状態。

○

・一時預かりが必要な子ども
に対して、保育士を配置した。
（公立17園、私立7園で実施）
・5月と11月に保育士資格取
得者（潜在保育士）を対象とし
た再就職セミナーを実施した。
（参加者：10人）
・公立保育園、私立保育園に
ついて、一時預かりの実態調
査を行いし、供給が確保され
ていることを確認した。
【延べ利用者数】
公立保育園 5,146人
私立保育園 3,045人

拡

6

一時預かり事業
（幼稚園）

幼稚園の教育時間外にお 就労形態の多様化に伴う
いて、児童の一時預かりを 一時的な保育や保護者の
実施する。
疾病などによる緊急的な
保育に対応する。

私立幼稚園に、一時預かり事 利用申込数に対する受入れ状
業（幼稚園型）を委託し、利用 況
が必要な子どもを預かる環境
が整っている状態。
○

拡

6

一時預かり事業
（認定こども園）

認定こども園の教育時間
外において、児童の一時
預かりを実施する。

就労形態の多様化に伴う
一時的な保育や保護者の
疾病などによる緊急的な
保育に対応する。

認定こども園に、一時預かり 利用申込数に対する受入れ状
事業（幼稚園型）を委託し、利 況
用が必要な子どもを預かる環
境が整っている状態。

○

7

拡

8

休日保育事業

ファミリーヘルプ
保育園

私立保育園において日曜 就労形態の多様化に伴う
日、国民の祝日等に実施 日曜日、国民の祝日等の
する保育に対して補助金 保育ニーズに対応する。
を交付する。

家庭において一時的に保
育を受けることができない
児童について、昼間、夜間
又は24時間の保育サービ
スを実施する。

休日保育が必要な子どもに対 利用申込数に対する受入れ状
して、保育が提供されている 況
状態。

就労形態の多様化に伴う
一時的な保育や保護者の
疾病などによる緊急的な
保育に対応する。

保育が必要な子どもに対し
利用申込数に対する受入れ率
て、保育が提供されている状
態。

○

【利用申込数に対する受入れ
率】
100％

△：一部達成できなかった

・延長保育が必要な子どもに
対して保育が提供されるよう
職員を配置した。
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施した。（参加者：16
人、採用者：8人）

・一時預かりが必要な子ども
に対して保育が提供されるよ
う職員を配置する。
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者
を確保に努める。
・公立保育園の一時預かりの
利用者負担金については、利
用者の利便性の向上を図る
ため、Ｈ28年度から半日単位
（5時間未満）の利用料金を設
定する。

・一時預かりが必要な子ども
に対して、保育士を配置した。
（公立17園、私立5園で実施）
・保育士資格取得者（潜在保
育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施した。（参加者：16
人、採用者：8人）
・公立保育園の一時預かりの
利用者負担金について、半日
単位（5時間未満）の利用料金
を設定し、利用者の利便性の
向上を図った。

○

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

・利用申込みに
対して100％受
け入れることで
保護者の子育て
と就労の両立が
図られた。
・保育士再就職
支援セミナーや
ハローワークへ
の求人等を通じ
て保育士資格者
を確保した。

→

一時預かりが必
要な子どもに対
して、適切に保
育を提供した。
・保育士再就職
支援セミナーや
ハローワークへ
の求人等を通じ
て保育士資格者
を確保した。

→

・幼稚園に、一
時預かり事業
（幼稚園型）を委
託し、必要な子
どもに保育を提
供した。
・平成29年度は
実施予定が無い
ため事業は見込
まない。

→

・平成29年度は
幼稚園型の一時
預かり事業の実
施予定が無いた
め事業は見込ま
ない。引き続き
私学助成の一時
預かり事業を実
施する。

→

・引き続き私立
保育園2園にお
いて、休日保育
を実施し、休日
保育が必要な子
どもを受け入れ
る。

→

利用者に対し、
適切に保育サー
ビスを提供した。

→

・延長保育が必要な子どもに対して保育が提供されるよう
職員を配置する。
・保育士資格取得者（潜在保育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者を確保に努める。
・新潟県保育サポートセンターに登録し、潜在保育士の確
保に努める。
保育課

・一時預かりが必要な子どもに対して保育が提供されるよう
職員を配置する。
・保育士資格取得者（潜在保育士）を対象とした再就職セミ
ナーを実施し、保育士資格者を確保に努める。
・新潟県保育サポートセンターに登録し、潜在保育士の確
保に努める。

保育課

【延べ利用者数】
公立保育園 4,252人
私立保育園 1,823人

実施予定園がない状況のた ・私立幼稚園は、旧制度（私
め、幼稚園の意見を聴取し課 学助成の預かり保育）により、
題解決を図り、制度設計を進 一時預かり事業を実施した。
める。

・認定こども園2園は、旧制度
（私学助成の預かり保育）によ
り、一時預かり事業を実施し
た。
・一時預かり事業（幼稚園型）
の要件は、開園時間を通じて
専従職員を配置する必要があ
ることなど人員配置の面で
ハードルが高い。また、県内
の多くの自治体が実施しない
状況であり、当市においても
制度設計を見送った。

私立3園において一時預かり
が必要な子どもに対する保育
を実施し、必要な子どもの受
け入れを行う。

○

・認定こども園3園は、旧制度
（私学助成の預かり保育）に
より、一時預かり事業を実施
した。

○

私立2園において休日保育を 私立2園において休日保育を ・私立2園において休日保育
実施し、休日保育が必要な子 実施し、休日保育が必要な子 を実施し、休日保育が必要な
どもを受け入れた。
どもの受け入れを行う。
子どもの受け入れを行う。
【延べ利用者数】
【延べ利用者数】
457人
52人※休日保育加算分のみ
集計。加算対象にならない利
用者は含まない。

6

担当課

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

【利用申込みに対する受入状
況】
100％

・旧制度（私学助成の預かり
保育）により、一時預かり事業
を実施した。
・他自治体の実施状況の調査
や、実施予定園の現状の聞き
取りは実施したが、制度設計
には着手できなかった。

・サービス提供に必要な職員
を配置した。
・夜間保育については、保護
者の利便性の向上を図るた
め、午前0時まで利用者の迎
えを受け付けた。
・受託者と月1回の運営相談
等を行い、事業運営を支援し
た。
【利用申込数に対する受入れ
率】
100％
【延利用者数】
6,728人

Ｈ29年度

達成状況

実績

×：達成できなかった

・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れると
ともに、緊急及び一時的な保
育ニーズに対応し、利用者が
安心して預けることができる
環境づくりを行う。
・昼間保育事業において、短
時間の利用に対する時間区
分及び使用料を設定し、利用
者の利便性の向上を図る。

・緊急又は一時的な児童の受
入れに対応できる態勢を常に
整え、保育サービスを提供し
た。
・昼間保育事業において、短
時間の利用に対する時間区
分及び使用料を設定し、利用
者の利便性の向上を図った。
【利用申込数に対する受入
率】
100％
【延利用者数】
8,276人

○

○

教育総務
課

保育課

・私立2園において休日保育を実施し、休日保育が必要な
子どもの受け入れを行う。

保育課

・緊急又は一時的な保育ニーズに柔軟に対応し、利用者が
安心して児童を預けることができる環境づくりを行う。
・利用要件に合致した場合については100％受け入れる。

保育課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

9

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

家庭的保育事業 私立保育園を運営する法 就労形態の多様化に伴
人が、保育士の居宅にお い、保育所内で実施できな
いて少人数の乳幼児に実 い時間帯の保育を行う。
施する保育に対して補助
金を交付する。

10 病児保育事業

生後3か月から小学校6年
生までの児童が、病気の
回復期に至っていないた
め集団保育が困難で、か
つ保護者の都合により家
庭で保育を行うことが困難
な場合に保育等を行う。

病気の回復期に至ってお
らず、集団保育等が困難
な児童を受け入れし、保育
等を行うことで、保護者が
安心して子育てと就労の
両立を図る。

病気の回復期に至ってお
らず、集団保育等が困難
な児童を受け入れし、保育
等を行うことで、保護者が
安心して子育てと就労の
両立を図る。

集団保育が可能な障害の
ある児童を受け入れ、通
園する児童の心身の健全
な発達を図るとともに、保
護者が安心して子どもを
預けられる環境を整える。

13 保育園通園バス 園児の通園に係る保護者 通園バスを安全に運行し、
の運行
の負担軽減を図るため、 利用者の利便性の向上を
地域や保護者で組織する 図る。
運行組合がバスを運行す
る。

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

担当課

達成状況

実績

【利用申込数に対する受入れ
率】100％

病気の回復期に至っておら
利用申込数に対する受入れ率
ず、集団保育等が困難な児童
を受け入れし、保育等を行うこ
とで、保護者が安心して子育
てと就労の両立が図られてい
る状態。
【利用申込数に対する受入れ
率】100％

利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供した。

・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れる。
・利用対象年齢を小学6年生
まで拡充する。

【利用申込数に対する受入れ
率】
100％
【延利用者数】
わたぼうし保育室 2,820人

・利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供した。
・制度を広く周知するため、こ
どもセンターのイベントで紹介
したり、ポスターを子育てひろ
ばや小児科等に掲示した。

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

【利用申込数に対する受入れ
率】
100％
【延利用者数】
わかくさ保育室 558人
がんぎ通り保育室 517人

保育課

・利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供した。
・利用対象の児童の年齢を小
学6年生まで拡充した。

利用申込みに対
して100％受け
入れることで保
護者の子育てと
就労の両立が図
られた。

・利用申込みに対する受入体
制を確保し、必要なサービス
を提供した。
・利用対象の児童の年齢を小
学6年生まで拡充した。
・がんぎ通り保育室を福祉交
流プラザに移転し、感染症対
応の保育室を設置した。
【利用申込数に対する受入れ
率】
100％
【延利用者数】
わかくさ保育室 800人
がんぎ通り保育室 511人

保育において配慮が必要な児童 障害者手帳や療育手帳の交 障害のある児童を受け入れる ・障害者手帳や療育手帳の交
の受入れ率
付を受けている児童のほか、 ため、必要な保育士を配置す 付を受けている児童のほか、
個別に配慮を必要とする、い る。
個別に配慮を必要とする、い
わゆる「気になる子」を受け入
わゆる「気になる子」を受け入
【保育において配慮が必要な
れた。
れた。
児童の受入れ率】100％
【保育において配慮が必要な
児童の受入れ率】
100％

【事故件数】
0件

・運転員に対し安全運転講習
を実施することで、運転員の
運転技量の把握を行った。
・また、委託団体に対して講習
結果に基づく運転員の配置・
指導について働きかけを行っ
た。

通園バスの安全な運行体制
を確保するため、平成28年度
では既存の講習内容を見直し
し、動体視力や即応力などの
試験や実地検査を追加する。

・利用申込みに対する受入体制を確保し、必要なサービス
を提供する。
・利用申込みに対して、100％受け入れる。
・保育園等に在籍していない児童も利用できるようにする。

保育課

利用申込みに対
して100％受け
入れることで保
護者の子育てと
就労の両立が図
られた。

→

・利用申込みに対する受入体制を確保し、必要なサービス
を提供する。
・利用申込みに対して、100％受け入れる。
・保育園等に在籍していない児童も利用できるように対象を
拡充する。

○

○

【事故件数】
・園児乗車中の事故…1件
・その他物損…2件
【実技講習】…実施済
【運転業務報告書】…4回

→

○

集団保育が可能な障害のあ
る子どもに対して、保育が提
供されている状態。

通園バスを安全に運行し、利 ・交通事故件数
用者の利便性向上が図られ ・運転業務報告書の確認
ている状態。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

→

【利用申込数に対する受入
率】
100％
【延利用者数】
3,606人

・利用要件に合致した場合に
ついては100％受け入れる。
・利用対象年齢を小学6年生
まで拡充する。
・がんぎ通り保育室を「福祉交
流プラザ」に移転するととも
に、移設に伴い感染症対応の
保育室を設置する。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

（家庭的保育事業は平成27年度 私立1園において家庭的保育 平成27年度をもって終了し、
をもって終了し、ファミリーヘルプ 事業を実施し、保育士の居宅 ファミリーヘルプ保育園にお
保育園において事業を引き継
において保育を行った。
いて事業を引き継ぐ。
ぐ。）
【延べ利用者数】
86人

病気の回復期に至っておら
利用申込数に対する受入れ率
ず、集団保育等が困難な児童
を受け入れし、保育等を行うこ
とで、保護者が安心して子育
てと就労の両立が図られてい
る状態。

○

12 障害児保育事業 心身に障害を有する児童
及び保育において配慮が
必要と認められる児童に
対して保育を実施する。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

家庭的保育事業が必要な人
に対して、保育が提供されて
いる状態。

○

11 病後児保育事業 生後3か月から小学校6年
生までの児童が、病気の
回復期にあり集団保育が
困難で、かつ保護者の都
合により家庭で保育を行う
ことが困難な場合に保育
等を行う。

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

△：一部達成できなかった

△

保育課

・配慮が必要な
児童の受け入れ
に必要な職員を
配置し保育を提
供した。

→

安全な運行に向
けた運転員の意
識啓発に向け、
運団体との連携
の下、研修に取
り組む。

→

・引き続き、看護
師等が雇用でき
るよう補助金を
交付する。

→

・障害のある児童を受け入れるため、必要な保育士を配置
する。

保育課

運転員の意識啓発を図るため、次の講習を実施する。
・運転適性検査機を活用した適性検査 1回
・運転技能診断 1回
また、運行組織を対象に、降雪期直前等の適切なタイミン
グで安全な運行に向けた通知を発出する。

保育課

（3月末利用状況）
・利用児童総数 422人
・利用率 22.7％
追

14 看護師等雇用補 0歳児を9人以上受入れす 0歳児の心身の健全な発
助
る私立保育園に対して、看 達を図るとともに、保護者
護師と保育士の雇用に係 が安心して子どもを預けら
る補助金を交付する。
れる環境を整える。

0歳児を9人以上受入れる私
立保育園に看護師等が雇用
されている状態。

看護師等雇用園数

0歳児を9人以上受入れする
私立保育園（5園）に対して、
看護師等が雇用できるよう補
助金を交付し、安心して子ども
を預けられる体制を整えた。

7

0歳児を9人以上受入れする
私立保育園に対して、看護師
等が雇用できるよう補助金を
交付する。

・0歳児を9人以上受入れする
私立保育園及び認定こども園
4園に対して、看護師等を雇
用するための補助金を交付し
た。

○

0歳児を9人以上受入れする私立保育園及び認定こども園
に対して、看護師等が雇用できるよう補助金を交付する。
保育課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

追

追

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

15 私立保育研究会 私立保育園の保育士、調 私立保育園の保育士、調
補助
理員の資質向上を目的と 理員の資質向上により、
した各種講習会、研究会 保育園入園児童の福祉の
等の実施に係る費用を補 向上を図る。
助する。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

実績

（何を・どうするか）

・私立保育園の保育士、調理
員が参加する研修会に補助
金を交付し、事業計画どおり
に28回の事業が実施された。
・国は平成27年度から、保育
園が実施する職員研修（私立
保育園保育士等研究費補助
金）について、「子ども・子育て
整備推進事業費補助金」の補
助対象外とした。

研究費補助金が国の補助金
の対象外となったことから、上
越市私立保育園協会及び上
越市私立保育園保育研究会
において研修事業の内容を
見直し、平成27年度で事業を
終了した。

保護者が安心して預けること 事故・怪我の件数
ができる環境（障害や特性に
基づく関わり方、医療的な対
応が必要な乳幼児について
は、看護師を設置することな
ど）づくりに努め、事故怪我等
をゼロにする。

事故・怪我発生件数０件

事故、怪我の無い一時保育を 事故・怪我発生件数０件
実施する。

妊娠・出産・育児の正しい
知識を学び、流早産・妊娠
高血圧症候群の予防等に
努めるとともに、妊娠期か
ら子どもの成長や発達・育
児について考える機会を
持ち、子どもが健やかに育
つことができるように支援
する。

妊娠・出産・育児の正しい知 すくすく赤ちゃんセミナー2回目
識を学び、妊娠・出産に関す の初産婦参加率
る不安を解消し、生まれてくる
子とその親の将来の生活習
慣病予防について考えること
ができる。

妊娠初期・中期・後期に教室
を開催し、助産師、保健師、栄
養士等が受講者の相談に応
じ、生まれてくる子とその親の
将来の生活習慣病予防と妊
娠・出産に関する不安の解消
に努めた。

上越市健康増進計画の生
涯を通じた健康づくりの推
進についての取組に基づ
き、保護者が子どもの成
長発達に関する学習がで
きる場を提供し、自ら子ど
もの育ちを確認できること
を目指す。

乳児期の栄養指導により、適 離乳食相談会初期の第1子の参 乳児の保護者が、食生活や生 乳児の保護者が、食生活や
切な食習慣を確立することが 加率
活リズムを含めた生活習慣と 生活リズムを含めた生活習慣
できる。
身体測定により子どもの発
と身体測定により子どもの発
育・発達を確認し、発育・発達 育・発達を確認し、発育・発達
【第1子の参加率】
に応じた関わりができるよう支 に応じた関わりができるよう支
90％以上
援した。
援する。

16 障害児一時保育 障害のある乳幼児の一時 障害のある乳幼児の一時
事業
保育を実施し、保護者の 保育を実施し、保護者の
負担軽減を図る。
負担軽減を図り、子育てし
やすい環境に寄与する。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

担当課

達成状況

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

各保育園で保育士や調理員 研修で学習したことが、日頃の
の研修計画が作成され、必要 保育に生かされている状態
な研修を受けられている状態

△：一部達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

→
保育課

○

子どもの安全確
保を最優先とし
て保育を実施
し、事故・怪我の
発生を予防する
ことができた。

→

参加者に向けた
適切な内容の教
室実施はできた
が、初産婦参加
率が低下した。

→

参加者に向けた
適切な内容の教
室実施はできた
が、第１子参加
率が低下した。

→

事故、怪我の無い一時保育を実施する。
こども発達
支援セン
ター

４ 子どもの育ち支援の充実
1

2

すくすく赤ちゃん
セミナー

離乳食相談会

妊娠初期・中期・後期に教
室を開催し、助産師、保健
師、栄養士等が受講者の
相談に応じ、生まれてくる
子とその親の将来の生活
習慣病予防と妊娠・出産
に関する不安の解消を図
る。

乳児の保護者が食生活や
生活リズムを含めた生活
習慣と身体計測により、子
どもの発育・発達を確認
し、発育・発達に応じた関
わりができるよう支援す
る。

【初産婦参加率】
80％以上

妊娠初期・中期・後期に教室
を開催し、助産師、保健師、
栄養士等が受講者の相談に
応じ、生まれてくる子とその親
の将来の生活習慣病予防と
妊娠・出産に関する不安の解
消に努める。

【初産婦参加率】
77.9％

妊娠・出産育児の正しい知識
を学び、妊娠・出産に関する
不安の解消と、生まれてくる
子とその親の将来の生活習
慣病予防について考えること
ができるよう努めた。

妊娠届出時に教室案内チラシを配布するとともに、すこや
かな妊娠・出産・育児に向けた教室内容とその必要性につ
いて周知を強化し、初産婦参加者の増加を図る。
健康づくり
推進課

△

【初産婦参加率】
64.6％

【第1子の参加率】
77.9％

乳児の保護者が、食生活や
生活リズムを含めた生活習慣
と身体測定により子供の発
育・発達を確認し、発育・発達
に応じたかかわりができるよう
支援した。
ただし、第1子の参加率が低
下。

３か月児健診の集団教育を利用して、離乳食相談会の紹
介を強化、第１子の参加者の増加を図り、適切な食習慣を
確立できる子を増やす。
健康づくり
推進課

△

【第1子の参加率】
62.3％
3

産前・産後ヘル
パー派遣事業

産前・産後の体調不良の
ため、家事や育児が困難
な家庭及び多胎児を出生
した家庭に対して、安心し
て妊娠期や産後を迎えら
れるよう、ホームヘルパー
を派遣する。

体調不良のため家事や育
児が困難な家庭及び多胎
児を出生した家庭に対し、
安心して妊娠期や産後を
迎えられるよう支援する。

○

4

訪問指導事業

保健師、栄養士等が必要
に応じて家庭等を訪問し、
発育・発達・栄養相談等に
応じ、育児不安の解消を
図る。

発育・発達に応じた支援
や、育児不安の軽減、虐
待の予防・早期発見・対応
により、母子の健康の保
持増進を図る。

○

母子保健事業等において事 ・各母子保健事業での周知状況 ・妊娠届出時及びすくすく赤 母子保健事業等において事
業内容の周知を図り、必要な ・産前・産後ヘルパー派遣事業 ちゃんセミナー等の母子保健 業内容の周知を図り、産前・
家庭がもれなく制度を利用で 延利用状況
事業において事業内容の周 産後の体調不良のため、家
きている状態。
知を行った。
事や育児が困難な家庭及び
・市ホームページでの市民へ 多胎児を出生した家庭に対し
の周知のほか、市内産婦人科 て、安心して妊娠期や産後を
医療機関へポスターとパンフ 迎えられるよう、ホームヘル
レットの配布及び制度説明を パーを派遣する。
行った。
・利用希望者に対しては、他
制度の活用も含め、適切に対
応した。

・妊娠届出時及びすくすく赤
ちゃんセミナー等の母子保健
事業において事業内容の周
知を行った。
・市ホームページでの市民へ
の周知のほか、市内産婦人
科医療機関へポスターとパン
フレットの配布及び制度説明
を行った。
・利用希望者に対しては、他
制度の活用も含め、適切に対
応した。

保健師、家庭相談員、栄養士 家庭訪問実施状況
等が必要に応じて乳幼児のい
る家庭等を訪問し、発育・発
達・栄養相談等に応じることに
より、育児不安の軽減と母子
の健康の保持増進を図ること
ができる。

・保健師、栄養士等が必要に
応じて家庭等を訪問し、発育・
発達・栄養相談等に応じ、育
児不安の解消を図った。

保健師、栄養士等が必要に応
じて家庭等を訪問し、発育・発
達・栄養相談等に応じ、育児
不安の解消を図った。
【訪問件数】
424件

【訪問件数】
700件

8

保健師、栄養士等が必要に
応じて家庭等を訪問し、発育・
発達・栄養相談等に応じ、育
児不安の解消を図る。

【訪問件数】
576件

必要な家庭がも
れなく制度を利
用することがで
きた。

→

母子保健事業等において事業内容の周知を図り、産前・産
後の体調不良のため、家事や育児が困難な家庭及び多胎
児を出生した家庭に対して、安心して妊娠期や産後を迎え
られるよう、ホームヘルパーを派遣する。

健康づくり
推進課

○

必要な家庭に対
して、各専門職
が適切に対応し
た。
○

→

保健師、栄養士等が必要に応じて家庭等を訪問し、発育・
発達・栄養相談等に応じ、育児不安の解消を図る。
健康づくり
推進課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

5

6

取

組

事業概要

目

的

助産師健康相談 電話及び来所による相談 生涯を通じた健康づくりの
事業
や健康教育を行い、思春 推進に向け、スタートとな
期から妊娠・出産・育児さ る妊娠・出産・育児期及び
らに不妊や更年期など各 次世代を担う思春期、機
期の不安の軽減や知識の 能低下を予防する更年期
普及を図る。
等、各ライフステージに応
じて知識の普及や不安の
軽減を図るため、個々の
生活に合わせた適切な支
援や保健指導を行う。

保育園・幼稚園
巡回訪問事業

発育発達に不安のある乳
幼児に対し、園や家庭と連
携した早期の対応や支援
を行うため、保育園・幼稚
園への巡回訪問を実施す
る。

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

○

園内で気になる乳幼児や
センターに通室する乳幼
児等に対し、定期的に園
訪問を行うなかで、園側と
ともに効果的な育ちをバッ
クアップし、早期対応に努
める。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

△：一部達成できなかった

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

Ｈ29年度

実績

（何を・どうするか）

妊娠届出時や妊産婦・新生児 各母子保健事業での周知状況
訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周知
し、思春期から妊娠・出産・育
児さらに不妊や更年期につい
て、相談や健康教育を行う中
で各期における不安の軽減や
知識の普及が図られている状
態。

妊娠届出時や妊産婦・新生児
訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周知
し、電話及び来所相談や健康
教育を行い、思春期から妊
娠・出産・育児さらに不妊や更
年期など各期における不安の
軽減や知識の普及を図った。

妊娠届出時や妊産婦・新生児
訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周
知し、電話及び来所相談や健
康教育を行い、思春期から妊
娠・出産・育児さらに不妊や更
年期など各期における不安の
軽減や知識の普及を図る。

妊娠届出時や妊産婦・新生児
訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周
知し、電話及び来所相談や健
康教育を行い、思春期から妊
娠・出産・育児さらに不妊や更
年期など各期における不安の
軽減や知識の普及を図った。

園内で気になる乳幼児やセン 実施園数
ターに通室する乳幼児等に対
し、定期的に園訪問を行うな
かで、園側とともに効果的な
育ちをバックアップし、早期対
応に努める。

【実施園数】
全園

センター主導ではなく、園が主 【実施園数】
体となって子どもへの支援方 全園
法を考え、実践していくことが
可能となるような保育園・幼稚
園への巡回相談の手法を検
討し、実施する。

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

各ライフステージ
における不安の
軽減や知識の普
及を図ることが
できた。

児童発達支援事 発育・発達を懸念する保
業
護者からの相談に応じると
ともに、必要な乳幼児に対
し発達及び発育の支援を
行う。

センターのサービスが、日
常生活の生きる力に繋が
るよう関係者と方向性を共
有したなかで支援する。

○

センターのサービスが、日常 療育登録児にかかる個別支援
生活の生きる力に繋がるよう 計画実施率
関係者と方向性を共有したな
かで支援を展開する。

【個別支援計画作成割合】
100％

【個別支援計画作成割合】
100％
8

9

上越市要保護児 児童相談所、庁内関係課 要保護児童等に対する支
童対策地域協議 をはじめ、学校や警察など 援の内容を検討し、要保
会の運営
の関係機関が連携・情報 護児童等の適切な保護又
共有を図り、要保護児童 は支援を行うことで、児童
への適切な支援・指導を の健全な育成を図る。
行う。

子育てＳＯＳ支援 子育てSOS支援相談員
相談員
が、家庭相談員とともに各
種母子保健事業や子育て
ひろば等に参加し、育児
相談から虐待の早期発
見、対応、支援を行う。

10 家庭相談員

家庭相談員を配置し、子
育てに関する相談をはじ
め情報提供などを行うこと
で虐待予防や早期発見に
努め、併せて虐待を発見
した場合には適切な対応
を行う。

○

発育・発達に応じた支援
や、育児不安の軽減、虐
待の予防・早期発見・対応
により、母子の健康保持
の増進を図る。

子育てに関する情報提供
や相談を行うことで、子育
て不安の解消や負担感の
軽減を図り、虐待予防や
早期発見につなげる。ま
た、虐待を発見した場合
は、早期かつ適切に対応
することで、児童の健全育
成を図る。

○

保護及び支援が必要な児童
等について、要保護児童対策
地域協議会において必要な情
報が共有され、支援方針の確
認と適切な指導・支援が行わ
れている状態。

要保護児童対策地域協議会が
管理するすべての要保護児童
等について、年間を通じて重症
度判定基準に沿った支援・情報
共有ができたかを評価する。

要保護児童対策地域協議会
において、すべての要保護児
童等について、関係機関との
定期的な情報共有並びに支
援方針の確認を行うとともに、
重症度の判定・見直しを定期
的に行い、判定基準に基づい
た支援・管理を行う。

要保護児童対策地域協議会
が管理するすべての要保護
児童等について、関係機関と
の定期的な情報共有並びに
支援方針の確認、必要な指
導・支援を行った。

各種母子保健事業や子育て 子育てひろばでの相談実施状況 子育てSOS支援相談員が、家 子育て支援相談員が、家庭相
ひろば等における育児相談か
庭相談員とともに各種母子保 談員とともに各種母子保健事
ら、虐待の早期発見、対応、
健事業や子育てひろば等に参 業や子育てひろば等に参加
支援に努めることができる。
加し、育児相談から虐待の早 し、育児相談から虐待の早期
期発見、対応、支援に努め
発見、対応、支援に努める。
【子育てひろばでの相談実施
た。
回数】
70回以上
【子育てひろばでの相談実施
回数】
97回

・子育て支援相談員が、家庭
相談員とともに各種母子保健
事業や子育てひろば等に参
加し、育児相談から虐待の早
期発見、対応、支援に努め
た。

家庭相談員の資質向上により 被虐待児童数の前年比較
子育てに関する相談に適切に
対応することで、虐待予防が
図られているとともに、支援・
指導が必要な家庭に対する適
切な関わりにより、被虐待児
童数が前年度よりも減少して
いる状態。

・相談員3名体制で、児童虐
待や子育ての悩みに関する
相談に応じた。
・県内家庭児童相談員の研修
会に参加するとともに、保育
園及び関係課職員対象の研
修会を開催した。

【被虐待児童数】
前年度よりも減少

11 子育て関連施設 常時、子育てひろば等に
における相談の おいて、子育て相談に応じ
実施
るほか、栄養士など専門
職員による相談窓口を定
期的に開催し、助言その
他の援助を行う。

常時、子育て相談に応じる
ほか、栄養士など専門職
員による相談窓口を開設
することにより、子育ての
不安感等を緩和し、安心し
て子育てができる環境づく
りを推進する。

子育て関連施設において、相 子ども・子育て支援事業計画
談窓口を開設し、子育ての不 ニーズ調査
安感や孤立感が緩和されてい
る状態。
【気軽に相談できる人や相談
できる場所がないとした人の
割合】
10％

要保護児童対策地域協議会
が管理するすべての要保護児
童等について、関係機関との
定期的な情報共有並びに支
援方針の確認、必要な指導・
支援を行った。

・発育・発達を懸念する保護 【個別支援計画作成割合】
者からの相談に応じるととも 100％
に、必要な乳幼児に対し発達
及び発育の支援を行う。
・園での指導方針と結びつい
たセンター個別支援計画を作
成する。

・相談員2名体制で、児童虐待
や子育ての悩みに関する相談
に応じた。
・県内家庭児童相談員の研修
会に参加するとともに、保育
園及び関係課職員対象の研
修会を開催した。

・継続的に関わる要保護児童
等の状態を定期的に確認し、
必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を図
るための研修を実施する。

【被虐待児童数】
337人

・こどもセンターの催しや子育
て支援サイトを活用し、事業を
周知した。
・子育ての不安感や孤立感を
緩和するため、保護者からの
相談に対する面談を100％実
施した。
【相談件数】
保育園：3,192件
子育てひろば：3,052件

9

【子育てひろばでの相談実施
回数】
92回

○

○

○

子育ての不安感や孤立感を
緩和するため、保護者からの
相談に対する面談を100％実
施した。
・こどもセンターの催しや子育
て支援サイトを活用し、事業を
周知した。
【相談件数】
保育園：2,922件
子育てひろば：3,329件

→

妊娠届出時や妊産婦・新生児訪問、中学校・高等学校での
講座等において相談先を周知し、電話及び来所相談や健
康教育を行い、思春期から妊娠・出産・育児さらに不妊や更
年期など各期における不安の軽減や知識の普及を図る。
健康づくり
推進課

センター主体で
はなく、園が主
体となって子ども
への支援方法を
考え、実践して
いくことの重要
性を園側に広め
ることができた。

→

引続き、まずは園が主体となって気になる子を含めたクラス
運営に取組み、より困難なケースについて、園からの要請
に基づいてセンターが巡回相談を実施する。

園の指導方針と
結びついた個別
支援計画を作成
し、園・センター
で情報を共有し
ながら療育支援
を実施すること
ができた。

→

・発育・発達を懸念する保護者からの相談に応じるととも
に、必要な乳幼児に対し発達及び発育の支援を行う。
・園での指導方針と結びついたセンター個別支援計画を作
こども発達
成する。
支援セン
ター

引き続き、関係
機関、庁内関係
課と情報共有を
図ることができ
た。

→

要保護児童対策地域協議会において、すべての要保護児
童等について、関係機関との定期的な情報共有並びに支
援方針の確認を行うとともに、重症度の判定・見直しを定期
的に行い、判定基準に基づいた支援・管理を行う。
すこやかな
くらし包括
支援セン
ター

乳幼児健診や子
育てひろばにお
いて、適切に相
談対応を行っ
た。

→

子育て支援相談員が、家庭相談員とともに各種母子保健
事業や子育てひろば等に参加し、育児相談から虐待の早
期発見、対応、支援に努める。

こども発達
支援セン
ター

健康づくり
推進課

○

○

【被虐待児童数】
333人

・子育ての不安感や孤立感を
緩和するため、保護者からの
相談に対する面談を100%実
施する。
・こどもセンターの催しや子育
て支援サイトを活用し、事業を
周知する。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

○

【実施園数】
全園
7

担当課

達成状況

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

×：達成できなかった

○

・家庭相談員3名
体制を維持し、
充実した支援体
制を図る。
・研修会への参
加及び実施によ
り、家庭相談員
の資質向上を図
られた。

→

地域の身近な場
所で子育て相談
に応じることで、
子育ての不安感
等の緩和につな
げることができ
た。

→

・継続的に関わる要保護児童等の状態を定期的に確認し、
必要な支援・指導を行う。
・家庭相談員の資質向上を図るための研修を実施する。
すこやかな
くらし包括
支援セン
ター

・子育ての不安感や孤立感を緩和するため、保護者からの
相談に対する面談を100%実施する。
・こどもセンターの催しや子育て支援サイトを活用し、事業を
周知する。
保育課
こども課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

取

組

12 子育てひろば

事業概要

乳幼児とその保護者が相
互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言そ
の他の援助を行う。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

地域において子育て親子
の交流等を推進すること
により、子育ての不安感等
を緩和し、子どもの健やか
な育ちを支援する。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

H27実績
目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

【事業への満足度】100％
○

Ｈ28年度

目標の評価方法

親子の交流や子育て相談、情 利用者へのアンケート調査
報提供等を実施し、子育ての
不安感や孤立感が緩和されて
いる状態。

○

△：一部達成できなかった

（何を・どうするか）

・市の子育て支援情報の提供
を行った。
・常時、保護者からの相談に
応じた。
・チラシ等の設置や子育て支
援サイトを活用し、事業を周知
した。

Ｈ29年度

担当課

達成状況

実績

・市の子育て支援情報の提供
を行う。
・常時、保護者からの相談に
応じる。
・チラシ等の設置や子育て支
援サイトを活用し、事業を周
知する。

・中学校区におおむね1か所
の子育てひろばを開設し、子
育て支援情報の提供を行うと
ともに、常時、保護者からの
相談に応じた。
・チラシの設置や子育て支援
サイトを活用し、事業を周知し
た。

・市の子育て支援情報や保育
園、幼稚園の情報提供を行
う。
・母親、父親、祖父母を対象
に子育てに関する講座を開催
する。
・常時、保護者からの相談に
応じる。
・チラシ等の設置や子育て支
援サイトを活用し、事業を周
知する。

・市の子育て支援情報や保育
園、幼稚園、認定こども園の
情報提供を行った。
・母親、父親を対象とした子育
てに関する講座を開催した。
・常時、保護者からの相談に
応じた。
・チラシ等の設置や子育て支
援サイトを活用し、事業の周
知を行った。

・子育て支援情報の提供、離
乳食やおやつ、遊びについて
の講座を実施する。
・保護者同士の情報交換の場
を提供する。
・助産師や栄養士による個別
相談を実施する。

・子育て支援情報の提供、離
乳食やおやつ、遊びについて
の講座を実施した。
・保護者同士の情報交換の場
を提供した。
・助産師や栄養士による個別
相談を実施した。

×：達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

地域の身近な場
所で子育てひろ
ばを開設し、子
育ての相談に応
じることで、子育
ての不安感等の
緩和につなげる
ことができた。

→

子育て支援等の
情報提供や各種
講座の開催、子
育ての相談に応
じることで、子育
ての不安感等の
緩和につなげる
ことができた。

→

引き続き、乳児
を抱える保護者
に対し、子育て
に関する知識の
普及を図る。

→

・中学校区におおむね1か所の子育てひろばを開設し、親子
の遊びの場や保護者同士の交流の場を提供するとともに、
子育てについての相談、情報の提供、講座等を実施する。
・チラシ等の設置や子育て支援サイトを活用し、事業を周知
する。
こども課

※アンケートを実施した結果、
事業への満足度は98.7％で
あったことから、平成31年度
の目標値は100％に設定す
る。
13 こどもセンター

児童とその保護者が相互
の交流を行う場所を提供
し、子育てについての相
談、情報の提供、助言そ
の他の援助を行う。

地域において子育て親子
の交流等を推進すること
により、子育ての不安感等
を緩和し、子どもの健やか
な育ちを支援する。

親子の交流や子育て相談、情 利用者へのアンケート調査
報提供等を実施し、子育ての
不安感や孤立感が緩和されて
いる状態。
【事業への満足度】100％
○

○

・市の子育て支援情報や保育
園、幼稚園、認定こども園の
情報提供を行った。
・母親、父親を対象とした子育
てに関する講座を開催した。
・常時、保護者からの相談に
応じた。
・チラシ等の設置や子育て支
援サイトを活用し、事業の周
知を行った。

○

市民交流施設高田公園オーレンプラザに、年齢に応じて遊
びや交流のできるスペースや一時預かり機能を備えた新た
なこどもセンターを併設し、継続する市民プラザのこどもセ
ンターとの連携を図りながら、子どもや保護者同士の交流
を通じた、安心して子育てができる環境づくりを推進する。

こども課

※アンケートを実施した結果、
事業への満足度は96.1％で
あったことから、平成31年度
の目標値は100％に設定す
る。

追

14 こどもセンター事 妊娠中の方及び6か月以 乳児を抱える保護者に、
業
上1歳未満の赤ちゃんとそ 子育てに関する知識の普
ベビー健康プラザ の保護者を対象に、子育 及を図る。
て支援情報の提供、離乳
食やおやつ、遊びについ
ての講座、保護者同士の
情報交換、助産師や栄養
士による個別相談を実施
する。

乳児を抱える保護者に、子育 参加者アンケート
てに関する知識の普及が図ら
れている状態。

15 子育てセミナー等 こどもセンター及び子育て 親子、保護者及び子ども
の開催
ひろばにおいて、楽しく子 同士の交流やふれあいの
育てができるよう、子育て 場、子育てを通じて育まれ
に関する各種講座や体験 ることをお互いに考える機
学習、親子向けのイベント 会を提供し、保護者の育
等を開催する。
児不安の解消と楽しく子育
てができる環境づくりを推
進する。

子育てに関する各種講座を実 参加者アンケート
施し、子育ての不安感や孤立
感が緩和されている状態。

16 利用者支援事業 教育・保育施設や地域子
ども・子育て支援事業等の
情報提供及び必要に応じ
相談・助言等を行うととも
に、関係機関と連絡調整
等を実施する。

子ども及びその保護者等が教 利用者の相談に対して、必要な ・利用者の個別ニーズを把握 ・利用者の個別ニーズを把握
育・保育施設や地域の子育て 助言、連絡調整等ができた割合 し、それに基づいて情報集約・ し、それに基づいて情報集
支援事業等を円滑に利用でき
提供、相談、利用支援等を実 約・提供、相談、利用支援等
るよう、必要な支援が行われ
施した。
を実施する。
ている状態。
・子育てに関する各種施設や ・子育てに関する各種施設や
サービスを紹介するハンドブッ サービスを紹介するハンド
【利用者の相談に対して、必
クを作成し、転入や妊娠届の ブックを作成し、転入や妊娠
要な助言、連絡調整等ができ
際に配布した。
届の際に配布する。
た割合】
・市のホームページ及び子育 ・保育園等の入園に関するセ
100％
て支援サイトに上記ハンドブッ ミナーを年2回開催する。
クの電子版を掲載した。
・8月に新制度の説明などの
情報提供を行うセミナーを年1
回実施した。

【子育ての参考になったとした
人の割合】100％

・子育て支援情報の提供、離
乳食やおやつ、遊びについて
の講座を実施した。
・保護者同士の情報交換の場
を提供した。
・助産師や栄養士による個別
相談を実施した。

○

※アンケートを実施した結果、
子育ての参考になったとした
人の割合は100％であったこと
から、平成31年度の目標は
100％に設定する。

【子育ての参考になったとした
人の割合】
100％

子ども及びその保護者、ま
たは妊娠している方が選
択に基づき、教育・保育施
設や地域の子育て支援事
業等を円滑に利用できる
よう支援する。

○

・子どもを預かることについて
の学習や体験の場を提供し、
各種イベントで子どもを保育す
るボランティアを養成する講座
（参加者数92人）と、13区に住
む子育て世帯が参加しやすい
ように、浦川原区、柿崎区、板
倉区を会場に子育て応援講
座（参加者数30人）を各1回実
施した。

【利用者の相談に対して、必
要な助言、連絡調整等ができ
た割合】
100％

10

・子育て支援情報の提供、離乳食やおやつ、遊びについて
の講座を実施する。
・保護者同士の情報交換の場を提供する。
・助産師や栄養士による個別相談を実施する。

・初めて子育てする保護者を
対象とした親支援講座を年1
回（全4回の連続講座）実施す
る。
・13区に住む子育て世帯が参
加しやすいように、安塚区、三
和区、大潟区を会場に各1回
子育て応援講座を実施する。

・初めて子育てする保護者を
対象とした親支援講座（ＢＰ講
座）を年1回（全4回の連続講
座）実施した。
・13区に住む子育て世帯が参
加しやすいように、安塚区、三
和区、大潟区を会場に各1回
子育て応援講座を実施した。

・利用者の個別ニーズを把握
し、それに基づいて情報集
約・提供、相談、利用支援等
を実施した。
・子育てに関する各種施設や
サービスを紹介するハンド
ブックを作成し、転入や妊娠
届の際に配布した。
・保育園等の入園に関するセ
ミナーを年2回開催した。
【利用者の相談に対して、必
要な助言、連絡調整等ができ
た割合】
100％

○

○

こども課

定員を上回る申
込みがあった講
座があることか
ら、定員や回数
等を見直して実
施する。

→

・転入手続きや
妊娠届出の際
に、子育て情報
のハンドブックを
配布したことで、
子育て情報を入
手しやすい環境
を整えた。
・セミナーについ
ては、内容や回
数等を見直して
実施する。

→

・初めて子育てする保護者を対象とした親支援講座（ＢＰ講
座）を年4回（全4回の連続講座）実施する。
・13区に住む子育て世帯が参加しやすいように、頸城区、
中郷区、清里区を会場に各1回子育て応援講座を実施す
る。
こども課

・利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報集約・
提供、相談、利用支援等を実施する。
・子育てに関する各種施設やサービスを紹介するハンドブッ
クを作成し、転入や妊娠届の際に配布する。
・保育園等の入園に関するセミナーを年3回開催する。
・新たに妊婦等を対象に、出産後の子育て等に関するセミ
ナーを年2回開催する。

こども課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

縮

取

組

事業概要

17 障害児日中一時 日中介護者がいないた
支援
め、一時的に見守り等が
必要な障害のある児童等
に施設等で活動の場の提
供などを行う。

18 子育て支援情報 ホームページ「上越市子
の提供
育て応援ステーション」に
より、イベントの情報や各
種制度等を見やすく掲載
し、子育てに関する情報を
発信する。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

日中介護者がいないた
め、一時的に見守り等が
必要な障害のある児童等
に活動の場を提供するこ
とで、自立生活及び社会
参加を推進する。

障害児の日中一時支援に関
しては、放課後等デイサービ
スの定員超過時の弾力的な
運営を行っているが、今後は
関係機関との連携を図りなが
ら、放課後等デイサービスへ
の移行を進めていく。

子育て中の人に対しホー
ムページを活用して子育
て情報を発信し、安心して
子どもを生み育てることが
できる環境づくりを推進す
る。

子育て支援情報が充実され、 アクセス件数
多くの子育て世帯に利用され
ている状態。

△：一部達成できなかった

－

【アクセス件数】
150,000件以上

（何を・どうするか）

指定放課後等デイサービス事 関係機関と連携を図りなが
業所の新規開設によって、日 ら、放課後等デイサービスへ
中一時支援の児童の利用が の移行を進める。
減少した。

放課後等デイサービス事業の
利用の増加による定員超過
時に、支援が必要な児童の支
援を実施した。

22人

【実利用者数】
28人

・利用者が得たい情報をス
ムーズに取得できるようホー
ムページの一部改修を行っ
た。
・子育てに関係する課等と連
携し、各課のイベントや健診
日程などを掲載した。
・広報上越やこどもセンターの
催しなどでホームページを周
知した。

・子育てに関係する課等と連
携し、各課のイベント等も含め
た子育て関連情報を毎月2回
掲載更新する。
・広報上越やこどもセンターの
催しなどでホームページを周
知し、利用者数の増加を図
る。

Ｈ29年度

担当課

達成状況

実績

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

・子育てに関係する課等と連
携し、各課のイベントや健診
日程などを掲載した。
・広報上越やこどもセンターの
催しなどでホームページを周
知した。
【アクセス件数】
150,284件

×：達成できなかった

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

原則は放課後等
デイサービスに
よる支援を行う
が、事業所によ
る受け入れが困
難な場合は、引
き続き本事業に
よる支援を行う。

→

前年度よりアク
セス件数が増加
し、多くの子育て
世帯に利用され
た。

→

障害児の日中一時支援に関しては、放課後等デイサービス
の定員超過時の弾力的な運営を行っているが、今後も関係
機関との連携を図りながら、放課後等デイサービスへの移
行を進める。
福祉課

・子育てに関係する課等と連携し、各課のイベントや健診日
程などを掲載する。
・広報上越やこどもセンターの催しなどでホームページを周
知し、利用者数の増加を図る。

○

こども課

【アクセス件数】
146,315件

19 若竹寮管理運営 入所児童の養護及び自立 保護者のいない児童や虐
事業
のための援助を行う。
待されている児童、その他
環境上養護を要する児童
を養護し、併せて自立のた
めの援助を行う。
また、退所した者に対する
相談や自立のための援助
を行う。

追・拡

20 放課後等デイ
サービス

就学している障害のある
児童に対し、授業終了後
または休日に、生活能力
の向上のために必要な訓
練、社会との交流の促進
を支援する。

就学している障害のある
児童・ご家族の希望や状
況に応じて生活能力の向
上のために必要な訓練、
社会との交流の促進を図
る。

入所児童に対し、年齢に応じ ・県指導監査
た社会性を身に付けさせるこ ・第三者評価及び自己評価
とにより、将来に向けた自立を
図れる状態。

・日常生活の中で児童への安
全・安心を確保するための指
導及び施設の環境整備を行っ
た。
・地域行事に積極的に参加し
たほか、施設内行事を実施し
た。
・高校3年児を対象とした家庭
生活実習室での生活実習の
ほか、里親家庭での生活実習
を行った。

・児童が安全で安心な生活を
送るための支援・指導及び施
設内外の環境整備を行う。
・入所児童の健全育成や社会
性を図るため、地域行事に参
加するほか、施設内行事を行
う。
・自活を想定した生活実習を
行う。

・日常生活の中での児童の安
全・安心を確保するための指
導及び施設の環境整備を
行った。
・地域行事に参加するほか、
日常生活の中で体験を中心と
した自立のための指導を行っ
た。
・高校3年児を対象とした家庭
生活実習室での生活実習を
行った。
・県指導監査の受検（書面審
査）
・自己評価を実施した。
それぞれの放課後等デイサー 事業所との連携を図り、介護給 指定放課後等デイサービス事 自立支援協議会等を利用し、 特別支援学校やこども発達支
ビス事業所の特性を活かしな 付費の執行状況を確認。
業所の新規開設によって放課 利用者のニーズの把握に努 援センター等を通じてサービ
がら、引き続き利用者のニー
後等デイサービスの利用が増 めるとともに、関係機関と連 スの周知を図ったことや、障
ズに沿ったサービス提供が行
加した。
携を図りながら、サービスを必 害のある児童に対しての生活
われている。
要とする方に対し、相談、申 能力向上に向けた支援の
156人
請を行いやすい体制整備を ニーズが高まったことから利
進める。
用が増加した。

児童が日常生活
の中でいろいろ
な体験を通して、
自立、自活がで
きる力を養える
よう支援する。

→

・平成29年4月より指定管理者が業務を行うが、引き続き児
童が安全で安心した生活を送るため支援・指導を行う。
・入所児童の健全育成や社会性を図るため、地域行事に参
加するほか、施設内行事を行う。
・自活を想定した生活実習を行う。
・第三者評価の実施。

○

こども課

引き続き、障害
のある児童の支
援に向け、サー
ビス周知等の支
援を行う。

→

・未就学児を対象とした見学会等を実施しサービスを周知
する。
・サービス提供事業所や相談支援事業所等の関係機関と
連携を図りながら、サービスを必要とする方に対しての情報
提供及び、サービス提供に向けた支援を行う。

○

福祉課

【実利用者数】
194人
２ こころとからだが健やかに育つまちづくり
１ 地域ぐるみの子どもの健全育成の推進
1

児童館

子どもが安全に遊べる環
境を提供する。

仲間づくりや自発的な活
動を通して、児童が心身と
もに健やかに成長する環
境をつくる。

利用者（子ども）が安全に遊 指導員の企画によるイベントの
び、学べる環境が提供されて 実施回数
いる状態。

・利用者が安全に遊べる環境
を提供する。
・指導員の企画によるイベント
を月1回以上開催する。

・指導員を配置し、利用者が
安全に遊べる環境を提供し
た。
・指導員の企画によるイベント
を月1回以上開催した。

町内会が自ら子どもの家を運 町内会が運営するこどもの家の ・平成27年4月1日付でこども 管理員を配置して、子どもた
営している状態。
数
の家条例を廃止し、33施設に ちが安全で安心して遊べる環
ついて建物を関係町内会へ譲 境を維持する。
渡した。
・残る1施設は、平成28年4月1
日付けで関係町内会へ譲渡し
た。
・管理員を配置し、子どもたち
に安全・安心な遊び場を提供
した。

旧こどもの家に管理員を配置
して、子どもたちが安全で安
心して遊べる環境を維持し
た。

【指導員の企画によるイベント
の実施回数】
月1回
2

こどもの家

子どもが安全に遊べる環
境を提供する。

子どもたちが健康増進及
び情操を豊かに育つため
の環境を提供する。

・指導員を配置し、利用者が
安全に遊べる環境を提供し
た。
・指導員の企画によるイベント
を月1回以上開催した。

11

○

○

利用者が安全に
遊べる環境を提
供することがで
きた。

→

旧こどもの家に
管理員を配置し
て、子どもたちが
遊べる環境を維
持することがで
きた。

→

・利用者が安全に遊べる環境を提供する。
・指導員の企画によるイベントを月1回以上開催する。
こども課

旧こどもの家に管理員を配置して、子どもたちが安全で安
心して遊べる環境を維持する。

こども課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

3

4

取

組

図書館における
読み聞かせ

図書館における
子ども向け図書
資料の充実

事業概要

子どもを対象に絵本の読
み聞かせや紙芝居の上演
などを実施し、お話に親し
んでもらうことにより、幼少
時からの読書普及の動機
付けをする。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

子どもが本と触れ合う機会
を提供することにより、読
書活動の推進及び普及の
啓発を図る。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

H27実績

目標の評価方法

実績

（何を・どうするか）

■おはなし会等の運営
各館で定期的に絵本の読み
聞かせ会を実施。職員のほ
か、読み聞かせボランティア
団体との協働で運営する。

【図書館の児童書蔵書冊数】
123,500冊

○

■児童向け資料の購入
【児童書蔵書冊数】
子ども読書活動の推進のた 134,146冊
め、児童向け資料の充実を図
る。
○

【図書館の児童書蔵書冊数】
122,000冊

5

ボランティアだよ 子どもたちの社会参加の
りキッズの作成・ 意欲を高めるため、ボラン
配布
ティアに関する情報を提供
する。

子どもの社会参加意欲を
向上させるとともに、自ら
責任を持って行動するとい
うボランティア本来の意義
の浸透を図る。

子どもの社会参加意欲を向上 ＮＰＯボランティアセンターでの
させるとともに、自ら責任を
情報収集など
持って行動するというボラン
ティア本来の意義の浸透が図
られている状態。

「ボランティアだよりキッズ」を
見て参加した小・中学生は、
参加者の40％であり、チラシ
の配布により参加者が増え、
ボランティアの体験に寄与し
た。

ボランティアだよりキッズの活
動情報を検討しながら、多く
の小・中学生がボランティアを
通じて社会参加を促せるよう
な情報を掲載・発信する。

ボランティアだよりキッズを見
て参加した小・中学生は、参
加者121人の内29人であり、
チラシの配布により参加者が
増え、ボランティアの体験に寄
与した。

○

6

7

8

謙信ＫＩＤＳプロ
ジェクト

各種体験活動を通して、 体験活動への参加を通じ
児童・生徒の育成を図る。 て、様々なことに関心を持
つ児童・生徒を育成する。
（成人者に対して実施して
いる自発的に行動できる
人材の育成事業への参加
につなげていく。）

上越緑の少年団 子どもたちの社会への愛
情と豊かな心を育むため、
自然や緑を愛し、守り育て
る活動を行う。

少年スポーツ活
動育成事業

自然の中で緑を愛し、守り
育てる活動を通じて、子ど
もたちが社会への愛情を
持ち、心豊かな人間となる
ように育成することを目的
とする。

スポーツを通じた青少年 多種多様なスポーツ活動
の健全育成を行う団体の と団体の自主活動を支援
活動を支援する。
し、青少年のスポーツへの
関心を高めるとともに、体
力の増進と運動習慣の定
着を図る。

○

各種体験活動へ積極的に参
加する状態。
【定員に対する申込率】
100％
○

・定員に対する申込率
・事業終了後の自己達成度
（参加者アンケートにより把握）

・定員に対する申込率
≒149％（申込人数860人／定
員575人)
・アンケート回答者のうち、自
己目標達成度98％
（自分で立てためあてを「でき
た」「だいたいできた」と回答し
た参加者の割合）
・講座に参加した満足度91％
（参加して「とても楽しかった」
と回答した参加者の割合）

講座で取り上げる上越市の特
色についての理解度やほか
の活動への興味などを講座
終了後のアンケート項目に追
加する。

・定員に対する申込率
≒196％（申込人数1,130人／
定員575人）
・アンケート回答者のうち、自
己目標達成度99％、講座に
参加した満足度92％
・アンケート新規設定項目の
ほかの活動への興味度95％
（積極参加39％、興味あるも
のへの参加56％）、上越市の
特色への理解度67％

子どもたちの自然や緑に対す 団員を対象とした活動のふりか 緑の募金や、植樹、間伐体
緑の少年団に補助金を交付
る意識の高揚が図られ、活動 えりシートで子どもたちの理解度 験、分区林での遊具作りなど し、子どもたちの自然や緑に
が充実されている状態。
を確認するとともに、保護者から 様々な活動を通して自然を愛 対する意識の向上を図り、ま
活動に対する意見を聞いた上で し、守り育てる活動を行った。 た緑を守り育てる活動を支援
活動内容が適正であるか評価
していく。
する。

植樹や間伐体験、森林散策な
どを通して自然に親しみ、守り
育てる活動を行った。
【団員アンケート】
○どんな力が向上したか（多
かったもの）
・緑や自然への興味関心
・協力することの大切さ
・危険なことや事故（けが
等）から身を守る力

上越市体育協会ジュニアス
事業の紹介・参加者募集により 広報上越を通じた参加者の募
ポーツクラブ、スポーツ少年団 情報提供し、団体数を把握す
集などにより、団体の活動を
及び各区団体の活動種目数 る。
支援した。
が維持されている状態。
【活動種目数】
23種目73団体
【活動種目数】
【広報上越等掲載件数】
24種目73団体
14件

広報上越を通じた参加者の募
集などにより、団体の活動を
支援した。
【活動種目数】
23種目71団体
【広報上越等掲載件数】
15件
【財政支援】
3,085千円
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スポーツを通じた青少年の健
全育成を行う団体の活動を支
援するため、補助金の支出や
広報上越への掲載を行う。

担当課

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

【開催回数】
314回

【開催回数】
230回

図書館および分館、分室におけ 【図書館の児童書蔵書冊数】
る児童向け資料の蔵書冊数。
126652冊
（分館＋ティーンズ含む）

Ｈ29年度

達成状況

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

【開催回数】
230回

継続的に児童向け資料の収
集を行う。

×：達成できなかった

Ｈ28年度

ボランティアとの協働により、 図書館および分館、分室におい 【開催回数】
各館の読み聞かせ会、あるい て実施した読み聞かせ会等の催 421回
はそれに類似した催し物の実 し物の実施回数。
施体制を維持する。

子どもの自主的な読書活 子どもの読書活動推進の
動が推進できるよう、子ど ため、その基となる資料の
もの成長、発達段階、興味 充実を図る。
に合わせた資料の充実に
努める。

△：一部達成できなかった

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

ボランティア団体
との協力により、
各施設におい
て、定期的な読
み聞かせの会等
を実施する事が
できた。
また、単発の企
画による催し物
も多くの参加者
を得る事ができ
た。

→

計画通りに新刊
の収集を進める
事が出来た。
今後は、古い資
料の除籍も合わ
せて行ない、棚
の活性化を図っ
ていきたい。

→

ボランティアだよ
りキッズの掲載
情報が例年似か
よった内容が多
かったため、清
掃ボランティアを
初めて掲載し
た。
来年度も引き続
き、小・中学生が
興味を持つ体験
ボランティアの情
報収集・発信を
行っていく。

→

地域の特色に
ついて、より深く
理解できるような
学びの機会を提
供できるよう取
組を継続する。

→

引き続き補助金
を交付し、様々
な自然に親しむ
活動を行ってい
く。

→

■おはなし会等の運営
各館で定期的に絵本の読み聞かせ会を実施。職員のほ
か、読み聞かせボランティア団体との協働で運営する。
【開催目標回数】
320回

■児童向け資料の購入
子ども読書活動の推進のため、児童向け資料の充実を図
る。
【図書館の児童書蔵書目標冊数】
135,000冊

高田図書
館

ボランティアだよりキッズの掲載情報を引き続き検討しなが
ら、より多くの小・中学生のボランティア活動を通じた社会参
加を促せるような情報を掲載・発信していく。

共生まちづ
くり課

各講座において、上越市との関係性をより強調できるよう
内容を検討して実施する。

社会教育
課

○

緑を守り育てる活動を通して、子どもたちの自然や緑に対
する意識の向上を図り、豊かな心を育むことを支援する。

農林水産
整備課

○

○

高田図書
館

スポーツ団体の
活動を支援する
ため、補助金の
交付や広報上越
への掲載を継続
して行う。

→

スポーツを通じた青少年の健全育成を行う団体の活動を支
援するため、補助金の交付や広報上越への掲載を行う。

体育課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

拡

追

9

取

組

放課後児童クラ
ブ

10 学校運営協議会
制度（コミュニ
ティ・スクール）の
推進

事業概要

目

的

保護者が労働等により昼
間家庭にいない小学校に
就学している児童に対し、
授業の終了後に小学校の
余裕教室等を利用して適
切な遊び及び生活の場を
与えて、その健全な育成を
図る。

共働き家庭など留守家庭
の小学校に就学している
児童に対して、学校の余
暇教室等を利用して放課
後に適切な遊び及び生活
の場を与えて、その健全な
育成を図る。

市立の全小・中学校をコ
ミュニティ・スクールに指定
し、校長、教職員、保護
者、地域住民、学識経験
者などで構成する「学校運
営協議会」を設置する。
協議会では、学校運営の
基本方針の承認、教育活
動に関する意見交換、学
校評価などを行い、地域と
ともにある学校づくりを進
める。

コミュニティ･スクールに関
する研修と情報交換会を
実施し、学校運営協議会
の充実を図る。

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

アンケート調査等により利用 各児童クラブの利用児童数と専 ・小学校の改築等と併せ、児 アンケート調査等により利用
人数を把握し、学校内の余暇 用区画の面積の把握をする。
童クラブ室の整備を行い環境 人数を把握し、学校内の余裕
教室等を活用し、受入枠が確
改善を図った。
教室等を活用し受入枠の確
保されている状態。
・小学校との協議により、学校 保を行う。
内の余裕教室に移転開設し
た。（3校）
○

コミュニティ･スクールに関する 学校への調査
研修と情報交換会を実施し、
学校運営協議会の充実が図
られている。
○

11 地域青少年育成 地域青少年育成会議を中 「地域の子どもは地域が
会議
心とした地域ぐるみによる 育てる」ことに資する活動
青少年の健全育成を図
を通して、地域の教育力
る。
の向上を図る。
○

追

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

12 子どもリーダー育 単位子ども会や地区子ど 地域における様々な体験
成事業補助金
も会連絡協議会等が行う 活動を通じた青少年の
子どものリーダー育成に リーダー育成の推進を図
向けた取組を支援する。 る。

【学校運営協議会を実施する
公立小・中学校の割合】
100％

コーディネーターの資質向上 コーディネーターの発意による
の研修が、行政主導の内容か 研修実施回数
ら、コーディネーターの発意に
よる内容に変わっている状
態。

△：一部達成できなかった

12/21に学校運営協議会代表
者懇談会を開催した。小中一
貫教育の視点を踏まえての実
践発表の後、校種や学校規模
を考慮したグループ別に分か
れ、情報交換を行った。

ファシリテーションなど、学校
運営協議会での「熟議」の充
実を図る研修を設定するとと
もに、小中連携、一貫教育の
視点から、コミュニティ・スクー
ルの在り方について、研修や
情報交換を進めながら明らか
にしていく。

Ｈ29年度

・学校外で開設している児童
クラブのうち三和放課後児童
クラブについて、区内３小学
校及び委託先との協議の結
果、Ｈ29年度当初からの学校
内への移転開設に向けた調
整が整った。
・新年度利用希望調査の結
果、通年利用者が増加するこ
とが見込まれる小学校との協
議を行い、空き教室又は代替
場所等の調整を図った（2か
所）。

10月13日に学校運営協議会
代表者懇談会を開催した。
「地域とともにある学校～コ
ミュニティ・スクールと地域学
校協働活動の一体的推進に
向けて」という演題で講演を聴
講し、学校・地域間の連携の
在り方について改めて考え
た。その後、講演内容も踏ま
えながら、各校での実態につ
いて、グループ別に情報交
換・協議を行った。

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

○

子ども会の実態把握、補助金 子ども会の実態把握に向け
の交付及び効果の検証を実 全町内会宛へアンケート調査
施するとともに、今後の方針 を行ったが、回答率が26.3％
を検討・整理する。
であった。
また、「子どもリーダー育成
事業補助金」の交付確定額は
332千円であり、予算額（940
千円）の35.3％に止まった。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

全ての学校区に
1か所以上の放
課後児童クラブ
が開設される体
制が整った（Ｈ
28：49か所→Ｈ
29：51か所）

→

コミュニティ・ス
クール導入5年
間の成果と課題
について、情報
交換・協議を行う
ことで、明らかに
することができ
た。

→

自主的に開催す
るノウハウの習
得も含め、コー
ディネーターの
資質向上に向
け、取組を継続
する。

→

子ども会の実
態把握は、回答
を得やすいよう
に調査項目を改
善する必要があ
る。
補助金は、利
用による効果は
認められること
から、より一層の
周知を図りなが
ら引き続き子ど
も会への支援を
継続する。

→

全小中学校にア
ンケートを実施
し、その結果か
ら現状と課題を
明確にし、次年
度の取り組みの
重点化を図っ
た。

→

学校外で開設している放課後児童クラブの実態を調査、把
握し、児童の移動時の安全確保のため、余裕教室が確保
ができる所から学校内への移転開設について小学校と協
議を行う。

学校教育
課

○

計画どおり年4回研修会（うち コーディネーターの資質向上 計画どおり年4回研修会（うち
自主的開催2回）を実施した。 のため、引き続き研修会（自 自主的開催2回）を実施した。
主開催を含む。）を実施する。

子ども会の実態を把握し、子 子ども会において様々な体験活
ども会への最適な支援が確立 動を通じて、子どもたちのリー
されている状態。
ダーとしての資質が育成されて
いることを確認する。

担当課

達成状況

実績

×：達成できなかった

△

ファシリテーションなど、学校運営協議会での「熟議」の充実
を図る研修を設定するとともに、家庭教育支援や、社会に
開かれた教育課程、小中連携、一貫教育等の視点から、コ
ミュニティ・スクールの在り方について、研修や情報交換を
進めながら明らかにしていく。
学校教育
課

コーディネーターの資質向上のため、引き続き研修会（自主
開催を含む。）を実施する。

社会教育
課

子ども会の実態把握については、回答者の負担を減らし
回答率を高めるよう調査項目を見直すなど改善を図りなが
ら、次回調査の実施について検討する。
「子どもリーダー育成事業補助金」は、制度利用の普及・
啓発に向けた取組（活動事例集やQ&Aの作成と公表）をよ
り一層行うとともに、募集期間の延長等の申請者の事務負
担軽減を図っていく。
社会教育
課

２ 学校教育環境の充実
1

外国語指導助手
による語学指導
事業（ALT活用事
業）

子どもたちに豊かな国際
感覚を身につけるため、す
べての小中学校に外国語
指導助手（ALT）を配置し、
定期的に語学指導を実施
する。

英語によりコミュニケーショ
ンを図ろうとする児童生徒
の態度や能力の育成を図
る。

すべての児童生徒が、ALTと 各小中学校にアンケートを実施 ・ALT19名にそれぞれ担当校 ALTを市立小中学校に訪問さ
の外国語活動や英語授業に する。
を決め、小学校52校、中学校 せ、小学校外国語活動及び
積極的に取り組むようにする。
22校すべてにおいて語学指導 中学校英語授業などにおいて
を実施した。
日本人教師の指導のもと、児
・夏季休業中に、希望する市 童生徒に語学指導を行うとと
内中学生52名に対し、イング もに、夏季休業中にイングリッ
リッシュ・キャンプを実施した。 シュ・キャンプを開催し、希望
する中学生に対し語学指導を
行う。

13

・ALTと児童生徒が積極的に
コミュニケーションを図ろうとし
ていると回答した小学校は
96％、中学校は95％であり、
積極的なコミュニケーション態
度の育成が進んでいる。
・小学校外国語活動担当教員
の96％は、ALTとの授業にお
いて英語を使用している。担
当教員が単独で外国語活動
の授業を実施する自信を持っ
ている者が61％となっている。
・イングリッシュ・キャンプに51
人の中学生が参加し、以前よ
りも英語使用に自信をもった
と回答した参加者は88％で
あった。

○

ALTを市立小中学校に訪問させ、小学校外国語活動及び
中学校英語授業などにおいて日本人教師の指導のもと、児
童生徒に語学指導を行うとともに、夏季休業中にイングリッ
シュ・キャンプを開催し、希望する中学生に対し語学指導を
行う。

学校教育
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

2

3

4

5

取

組

事業概要

学習情報指導員 各学校を巡回し、情報教
の配置
育環境の整備や職員への
サポート等を行い、学校で
の情報教育を支援する。

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

情報機器の積極的な活用を
通して、児童生徒の情報活用
能力を育むことができるよう
に、教職員のＩＣＴ活用指導能
力を９０％以上にする。

文部科学省が行っている教員の
ＩＣＴ活用指導力等の実態調査に
おいて「授業中にＩＣＴを活用して
指導する能力」の割合を確認す
る。

【授業中にＩＣＴを活用して指導
する能力】
94.6％（平成26年3月調査結
果）

教育補助員の配 通常の学級に在籍する特 児童生徒の教育的ニーズ
置
別な支援を必要とする児 に応じた指導・支援やチー
童・生徒を指導・支援する ム・ティーチングを行える
ため、児童・生徒の状況や ようにする。
学校の支援体制を考慮し
て、教育補助員を配置す
る。

教育補助員を配置することに
より、児童・生徒の教育的ニー
ズに応じた個別の支援やチー
ム・ティーチングを行えるよう
にする。

巡回相談活用調査により、特別
な支援を必要とする児童・生徒
の指導に効果があったと自己評
価する学校が、対前年度の割合
を上回る。

特別支援教育巡 発達障害等のある児童・
回相談事業
生徒がいる学校へ定期的
に巡回相談を行い、支援
体制の充実を図る。

校内支援体制を整え、指導方
法等を工夫することにより、児
童・生徒の教育的ニーズに応
じた支援を提供できるようにす
る。

教育相談事業
（相談支援体制
の整備）

いじめや不登校などで悩
んでいる児童生徒や保護
者、対応に苦慮している教
職員の相談等に対する助
言等を通じて問題の早期
解決に向けて支援する。

市費で整備したＩＣＴ機器を
教職員が有効活用し、児
童生徒の情報活用能力を
育むことができるように、
教職員のＩＣＴ機器の活用
を支援する。

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

発達障害等のある児童・
生徒の特性に応じた支援
や校内支援体制づくりを
行う。

いじめや不登校、生徒指
導上の問題等について、
児童生徒や保護者、教職
員に対して相談を行い、早
期解決を図る。

巡回相談活用調査により、特別
な支援を必要とする児童・生徒
の指導に効果があったと自己評
価する学校が、対前年度の割合
を上回る。

【相談事業の紹介・広報回数】 ・相談事業の紹介・広報回数
15回以上
・教育相談についての苦情件数
【苦情件数】
0件

△：一部達成できなかった

Ｈ29年度

教職員のICT活用指導能力９
０％以上を維持できるよう、教
職員への研修支援を行うとと
もに、ICT機器を安定して活用
できるように保守及び管理支
援を行っていく。

・学校への巡回訪問を行い授
業準備支援・研修支援・保守
などを行った。

・教育補助員を71名配置。
・教育補助員研修を年２回実
施。
・効果が「あった」「どちらかと
いうとあった」と回答する学校
が、74校中74校（100％）。

・発達障害だけでなく、取り出
しの指導にも対応した研修内
容の改善を行う。
・学校の必要性や配置効果を
検証し、人員の維持を図る。

・教育補助員を74人配置し
た。
・教育補助員を対象とした研
修会を２回実施した。
・巡回相談活用調査により、
特別な支援を必要とする児
童・生徒の指導に効果があっ
たと自己評価する学校が、74
校中74校（100％）であった。

・巡回相談員を対象に、年３回
の全体会と年４回の研修会を
実施。
・効果が「あった」「どちらかと
いうとあった」と回答する学校
が、74校中74校（100％）。

・実際の相談に対応できるた
めの具体的なケースを扱った
研修会を開催する。
・最近の特別支援教育の動向
（インクルーシブ・合理的配慮
等）について学ぶ機会を設定
する。
・コーディネーター研修等の機
会を利用し、巡回相談事業の
理解・啓発を図る。

・巡回相談員を対象とした研
修会を年5回実施した。
・巡回相談活用調査により、
効果があったと回答した学校
が、100％であった。

【相談事業の紹介・広報回数】
17回
【苦情件数】
0件

・相談事業の効果的な紹介や
広報を行うため、時期や内容
等を工夫する。
・相談員のカウンセリングに関
する資質や技能を高めるた
め、研修講師の人選や研修
内容をさらに工夫する。

【相談事業の紹介・広報回数】
20回
【苦情件数】
0件

【授業中にＩＣＴを活用して指
導する力】
小学校97.4％、中学校
95.3％、平均96.3％（平成28
年3月実施調査5月結果報告）

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

7

8

教育相談事業
（教職員の研修
の充実）

教育相談や学級経営に活
用できる研修内容を計画
し、教職員の指導力の向
上を図り、学校が抱えてい
る生徒指導等の課題解決
に向けて支援する。

カウンセリングや教育相談
等の研修を行い、教職員
の教育相談や学級経営等
の力量を高める。

・開催講座数
・受講満足度

【開催講座数】
7回
【受講者満足度】
99.7%

教職員のニーズに応じたカウ
ンセリング研修会を夏期と冬
期の休業中に、それぞれ3日
間、合計6日間開催する。

不登校などで悩みや不安
を抱える児童・生徒がいき
いきと学園生活を送ること
ができ、自信を取り戻せる
よう支援を図る。

【適応指導教室の開設数】
2か所以上
【指導員数】
4人以上
○

・適応指導教室の開設数
・指導員数

【適応指導教室の開設数】
2カ所
【指導員数】
4人
【在籍している児童生徒数】
31人

不登校児童生徒への適応指
導を適切に行うとともに、校
長、学級担任、保護者等との
情報交換を緊密に行う。

→

・継続してｊ研修
会を実施し、教
育補助員の資質
の向上を図る。

→

教職員のＩＣＴ活用指導能力90％以上を維持できるよう、教
職員への研修支援を行うとともに、ＩＣＴ機器を安定して活用
できるように保守及び管理支援を行っていく。
学校教育
課

・継続して教育補助員の研修会を年２回実施する。

学校教育
課

→

・継続して巡回相談員の研修会を年5回実施する。

学校教育
課

○

【開催講座数】
6回
【受講者満足度】
99.2%

【適応指導教室の開設数】
2か所
【指導員数】
4人
【在籍している児童生徒数】
22人

不登校などで悩みや不安を抱 学園の継続（事業の継続）をもっ 在籍児童・生徒10人がいきい ・就学を希望する市内の児童 在籍児童生徒10人がいきい
える児童・生徒がいきいきと学 て評価する。
きと学園生活を送ることができ 生徒への支援を図るととも
きと学園生活を送ることがで
園生活を送ることができ、自信
るよう支援した。2人が修学
に、学園の収支状況を把握し きるよう支援した。
を取り戻せるよう支援されてい
し、希望する進路に進むこと 経営環境の改善を進める。
2人が修学し、希望する進路
る。
ができた。
・国のフリースクールに対する に進むことができた。
支援の動向を踏まえながら、
教育委員会とともによりよい
運営体制を探る。

14

教職員のＩＣＴ活
用指導能力は、
引き続き高い状
態となっており、
学習情報指導員
の配置効果が出
ているものと考
えられる。

・継続してｊ研修
会を実施し、巡
回相談員の資質
の向上を図る。

○

不登校児童生徒 不登校児童生徒に個別指 不登校児童生徒に対し、
適応指導教室
導や体験活動などを行い 個別指導や体験活動、教
ながら、自立心と集団生活 育相談などを行い、自立
への適応能力を高め、学 心と集団生活への適応能
校復帰ができるよう支援す 力を高め、学校復帰や希
る。また、必要に応じて訪 望する進路を実現する。
問指導を行う。

やすづか学園（や 自然と地域の中での生
すづか学園運営 活・学習を通して、子ども
費補助事業）
たちが傷ついた心を癒し、
自信を取り戻して自立でき
るよう支援する。

【開催講座数】
6回以上
【受講満足度】
90％以上

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

○

○

6

担当課

達成状況

実績

×：達成できなかった

○

○

・これまでの紹介
や広報に加え、
子どもほっとライ
ンの24時間開設
に伴い、報道機
関等を通したPR
を積極的に行
う。
・今年度の研修
成果をもとに、相
談員相互の情報
交換の機会を増
やし、資質や技
能を一層高め
る。

→

・子どもほっとラインの24時間開設に伴い、相談事業のこれ
までの紹介や広報に加え、報道機関等を通したPRを積極
的に行う。
・研修講師の人選や研修内容をさらに工夫するとともに、研
修成果をもとに相談員相互の情報交換の機会を増やし、相
談員のカウンセリングに関する資質や技能を高める。

・教職員のニー
ズに応じた研修
を実施するとも
に、講師の選定
を工夫する。

→

不登校児童生徒
への適応指導を
適切に行うととも
に、校長、学級
担任、保護者等
との情報交換を
緊密に行う。

→

・保護者や校長、学級担任等と連絡の機会を増やし、そこ
で得た情報等を児童生徒への働きかけに生かす。
・通室する児童生徒や保護者に寄り添った相談やきめ細や
かな指導・支援を行い、自己効力感や自信を高め、集団へ
学校教育
の適応能力の向上につながるようにする。
課

運営費補助金を
適正に交付する
ことで、学園運
営の支援を行
う。
また、就学する
市内児童生徒に
対し、教育委員
会で補助金交付
による就学支援
を行う。

→

・教育委員会と連携し、就学を希望する市内の児童生徒へ
の支援を図るとともに、学園の収支状況を把握し経営環境
の改善を進める。
・国のフリースクールに対する支援の動向を踏まえながら、
教育委員会とともによりよい運営体制を探る。

学校教育
課

・教職員のニーズに応じるとともに、講師の選定を工夫した
カウンセリング研修会を夏期と冬期の休業中に、それぞれ3
日間、合計6日間開催する。
学校教育
課

福祉課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

取

組

事業概要

目

的

9

追

追

追

追・拡

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

実績

耐震性のない建物について耐 耐震化計画に基づき、H27年度 小学校3校6棟、中学校3校3 事業終了
震補強工事を行い、平成27年 末までに残る11棟の耐震補強が 棟の工事を完了し、平成27年
度末までに耐震化率100％と 完了していること。
度末における耐震化率は
する。
100％となった。
老朽化した給食施設の改修に 学校等施設整備計画に基づき、 給食室改修工事実施設計：
合わせて、ドライ化の推進及 給食室改修工事の年度ごとの
小学校3校、中学校1校
び設備の更新が行われてい 進捗管理によって判断
給食室改修工事：
る。
小学校1校、中学校3校

安全・安心な給食を提供する
ため給食施設の環境整備を
図る。
改修設計：小学校4校、中学
校1校
改修工事：小学校2校、中学
校1校

・給食室改修工事実施設計に
ついて、小学校4校、中学校1
校を完了した。
・給食室改修工事について、
小学校2校、中学校1校を完了
した。

11 教育用コンピュー 文部科学省の整備基準に 情報機器を授業で有効活
タ設置事業
準じて、情報機器を活用で 用することを通して、児童
きる学習環境を整備する。 生徒の情報活用能力を育
むことができるよう、学習
環境を整備する。

【電子情報ボードまたはインタ ・整備状況の割合
ラクティブ機能付きプロジェク
タ整備率】
70％
【コンピュータ室のコンピュータ
をタブレットＰＣのような移動可
能なＰＣにしている学校の割
合】
92％

文部科学省の整備基準に準
じて、情報機器を活用できる
学習環境の整備を継続して進
めていく。

【インタラクティブ機能付きプ
ロジェクタ整備】
整備状況：20校、34台
【電子情報ボードまたはインタ
ラクティブ機能付きプロジェク
タ整備率】74校54％
【コンピュータ室のコンピュー
タをタブレットＰＣのような移動
可能なＰＣにしている学校の
割合】
20校（27％）

【電子情報ボードまたはインタ
ラクティブ機能付きプロジェク
タ整備率】
47.5％
【コンピュータ室のコンピュータ
をタブレットＰＣのような移動可
能なＰＣにしている学校の割
合】
18％

12 学校施設整備事 学習形態の多様化に対応 学習形態の多様化に対応
業
した教育施設を整備すると した教育施設を整備すると
（施設の改修）
ともに、経年劣化した施設 ともに、経年劣化した施設
及び設備を改善し、児童・ 及び設備を改善し、児童・
生徒の安全・安心の確保 生徒の安全・安心の確保
及び快適な教育環境を整 及び快適な教育環境を整
備する。
備する。

快適で安全・安心な教育環境 学校等施設整備計画に基づき、 大規模改造工事実施設計：
を整備するため、学校等施設 大規模改造工事の年度ごとの
小学校1校、中学校5校
整備計画に基づき経年劣化し 進捗管理によって判断
大規模改造工事：
た施設・設備の改修工事が計
小学校6校、中学校4校
画的に実施されている。

13 介護員の配置

特別支援学級設置校で特に
介護を必要とする児童・生徒
が在籍する学校に、介護員・
看護師を配置するとともに適
切な対応が行えるよう研修を
行い、専門性を向上させる。

特別支援学級設置校で特
に介護を必要とする児童・
生徒が在籍する学校に、
介護員・看護師を配置す
るとともに適切な対応が行
えるよう研修を行い、専門
性の向上を図る。

14 LD（学習障害）指 学習障害の指導ができる 個の認知特性に合わせた
導員の配置
教員を配置し、個の認知 学習面の指導を行う。
特性に合わせた学習面の
指導ができるようにする。
児童・生徒が自校で指導
が受けられるように、教員
が巡回指導を行う。

15 就学支援の実施 就学支援調査部会で市内
の幼稚園、保育園及び学
校を訪問し、参観と客観的
検査を実施し、調査票を作
成する。その調査票に基
づき、就学支援委員会に
おいて具体的な支援方策
等を審議し、その結果を保
護者や関係職員に提言
し、就学を支援する。

早期からの相談が可能に
なるように就学相談の体
制を整備し、保護者への
情報提供や関係機関との
連携を図る。

・改修工事実施設計につい
て、小学校8校、中学校1校を
完了した。
・改修工事について、小学校4
校、中学校1校を完了した。
・平成27年度からの繰越工事
について、小学校4校、中学
校1校を完了した。

・特別支援学級設置校で特に
介護を必要とする児童・生徒
が在籍する学校に、介護員・
看護師を配置し、適切な対応
が行えるよう2回の研修を実施
した。
・介護員76人、看護師１人を
配置した。

・特別支援学級設置校で特に
介護を必要とする児童・生徒
が在籍する学校に、介護員・
看護師を配置するとともに適
切な対応が行えるよう研修を
実施する。
・介護員76人、看護師2人を配
置する。

・特別支援学級設置校で、特
に介護を必要とする児童生徒
が在籍する学校に対し、介護
員７６人・学校看護師２人を配
置した。
・介護員・学校看護師が適切
な対応が行えるように研修を
年2回実施した。

・LD通級指導教室に本務校及
び巡回指導校を合わせて53
名の児童が指導を受けた。
・「漢字の書き取りに対する意
欲が高まってきた」「計算の手
順を覚え、計算ミスが少なく
なってきた」など、LD指導の効
果が少しずつ表れてきた。

・今年度までの成果と課題を
明らかにし、来年度、中学校
への増設をする。
・ＬＤ指導員研修会の回数を
増やし、ＬＤの指導法について
学ぶ場を設定する。
・より効果が高まるための活
用の仕方について、管理職や
コーディネーターと協議する
場を設定する。

・ＬＤ指導員研修会を年4回実
施。
・ＬＤ指導員情報交換会を年4
回実施。

早期からの相談が可能になる 福祉部との連携の下、相談が必 ・こども発達支援センターに就 ・センターに就学アドバイザー
ように就学相談の体制を整備 要な幼児の保護者に情報提供 学アドバイザー（非常勤）を新 （非常勤）を２名置き、早期か
し、保護者への情報提供や関 ができた割合
たに1名置き、早期からの相 らの相談の充実を図る。
係機関との連携を図る。
談が可能になるようにした。 ・相談員のスキルアップのた
・相談員のスキルアップのた めに、検査や面談等の研修
めに、検査や面談等の研修会 会を実施する。
を実施した。
・園やセンターに就学相談の
・幼稚園、保育園やこども発達 内容や方法を周知するため
支援センターに就学相談の内 の説明会を実施する。
容や方法を周知するための説
明会を実施した。

こども発達支援センターに就
学アドバイザーを2人を配置
し、早期からの相談と保護者
への情報提供を実施した。

・LD指導員を小学校に4名、中
学校に2名を配置する。
・本務校と巡回指導校を合わ
せて90人程度の児童・生徒
が、週2～3時間の指導を受け
られるようにする。

・LD通級指導教室に90人程度
の児童生徒が在籍し、週2～3時
間の指導を受ける。
・指導している児童・生徒に、学
習面における意欲の向上や困
難の改善が見られる児童生徒
の割合が9割以上。

15

担当課

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

→

経年劣化した施設・設備の改
善を図り、安全・安心の確保
及び快適な教育環境の整備
を図る。
改修設計：小学校8校、中学
校3校
改修工事：小学校6校、中学
校4校
繰越工事：小学校4校、中学
校1校

特別支援学級設置校で特に介
護を必要とする児童・生徒が在
籍する学校に、介護員・看護師
を目標数配置できたか、適切な
対応が行えたかで判断する。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

達成状況

学校施設整備事 旧耐震基準で建設された 旧耐震基準で建設された
業
校舎の安全性を確保する 校舎の安全性を確保する
（施設の耐震化） ため耐震診断･設計、補強 ため、耐震診断･設計、補
工事を行い、耐震化を図 強工事を行い、耐震化を
る。
図る。
10 学校施設整備事 「学校給食衛生管理の基 「学校給食衛生管理の基
業
準」に適合した衛生的な調 準」に適合した衛生的な調
（給食室の整備） 理環境を整備し、安全でお 理環境を整備し、安全でお
いしい給食を提供できる施 いしい給食を提供できる施
設･設備の充実を図る。
設･設備の充実を図る。

特別支援学級設置校で、
特に介護を必要とする児
童・生徒が在籍する学校
に、介護員を配置するとと
もに適切な対応が行える
よう研修を行い、専門性の
向上を図る。

△：一部達成できなかった

○

○

△

○

当初計画どおり
事業を完了し、
給食施設の環境
整備を進めるこ
とができた。

→

インタラクティブ
機能付きプロ
ジェクタの整備
及びタブレットＰ
Ｃのような移動
可能なＰＣの整
備を進め、情報
機器を活用でき
る学習環境整備
を図っていく。

→

平成28年度当初
で計画していた
工事のうち小学
校2校、中学校3
校について、交
付金の採択が得
られたことから、
平成29年度に繰
越し工事を実施
する。

→

・特別支援学級
設置校で、特に
介護を必要とす
る児童生徒が在
籍する学校に対
し、介護員・学校
看護師を配置し
ていく。
・介護員・学校看
護師が適切な対
応をできるよう研
修を実施する。

→

・継続して研修
会や情報交換会
を実施し、ＬＤ指
導員の資質の向
上を図る。

→

教育総務
課
安全・安心な給食を提供するため給食施設の環境整備を
図る。
改修設計：小学校1校
改修工事：小学校2校、中学校1校

・文部科学省の整備基準に準じて、情報機器を活用できる
学習環境の整備を継続して進めていく。

学校教育
課

経年劣化した施設・設備の改善を図り、安全・安心の確保
及び快適な教育環境の整備を図る。
改修設計：小学校3校、中学校4校
平成28年度からの繰越工事：小学校6校、中学校8校
教育総務
課

・特別支援学級設置校で、特に介護を必要とする児童生徒
が在籍する学校に対し、介護員・学校看護師を配置し、適
切な対応を継続して実施する。

学校教育
課

・継続して研修会や情報交換会を実施する。

学校教育
課

○

○

教育総務
課

継続して就学ア
ドバイザーを配
置し、早期から
の保護者面談、
就学にかかわる
相談を実施す
る。

→

継続して就学アドバイザーをこども発達支援センターに配置
し、教育と福祉の連携体制と調え、相談や保護者への情報
提供と計画的に実施する。

学校教育
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

追

追

追

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

年々、就学相談をうける子ど 配置によって効果があると評価 ・配置校6校中6校が、生徒指 ・年2回の生徒指導支援員研 ・年2回生徒指導支援員研修
も数が増加している（新入学 する学校の割合
導支援員の配置によって、生 修会の内容を充実させるため 会を実施し、資質の向上を
児童の約25パーセント）ことか
徒指導上の諸問題や不登校 に、支援員自身のニーズを把 図った。
ら、生徒指導支援員の必要性
対応の課題解決に向けて効 握し、内容の濃い研修会にな ・2回目の研修会ではすこや
が高まることが予想される。生
果があったと回答している。 るよう努める。
かなくらし支援室の心理士を
徒指導支援員を小学校に４名
・年2回生徒指導支援員の研 ・配置校の管理職からの情報 講師に招き、発達障害を持つ
配置する。中学校は従来通り
修会を設け、生徒指導対応に をもとに、支援員の活用に関 生徒への対応方法について
（６名）
ついての資質向上を図る講義 すること、支援員の資質向上 学ぶことができた。
や支援員同士の情報交換に に関することを整理し、研修 ・配置校6校中6校が、生徒指
よって活用の仕方のレベル向 の充実に努める。
導支援員の配置によって、各
上を図っている。
学校の課題解決に効果が
あったと回答している。

17 学校配置の適正 「過大規模校」「複式学級 児童生徒数の推移や学校
化
編制校」「隣接学区」「複数 の現状と課題、保護者や
中学校への進学」の視点 地域の意向を踏まえ、子
から、全市的に学校の適 どもにとってよりよい教育
正配置の在り方を検討す 環境を整備するため、学
る。
校の適正配置を図る。

児童生徒数の推移や学校の
現状と課題、保護者や地域の
意向を踏まえ、子どもにとって
よりよい教育環境を整備する
ため、学校の適正配置を進め
ている状態。

18 学校司書の配置 教科等の学習内容に合わ
せて図書情報を提供する
など調べ学習に対する支
援を行う。
学校図書の蔵書の受け入
れ、廃棄、台帳整理を中
心とし図書館環境を整備
する。

読書は子どもたちに知識
と感動を与え、「豊かな心」
「自ら学ぶ意欲や力」を育
む。そのためには子どもた
ちと本を結ぶ大人の存在
が必要である。現在、図書
館の年間平均貸出数は小
学校が４６．0冊、中学校
が５．６冊である。学校司
書（現図書館補助員）の定
期的な訪問を通して、読書
活動を一層推進し、小学
校平均９６冊、中学校１２
冊を目指す。

学校司書（現図書館補助員） 学校図書館における児童生徒
の定期的な訪問を通して、読 への図書の年間平均貸出数
書活動を一層推進し、小学校
平均９６冊、中学校１２冊を目
指す。

・春日新田小の一部と小猿屋
小の統合校設置について、
「有田地区小学校統合実行委
員会」を立ち上げ、開校に向
けた具体的な協議を進めると
ともに、校名を決定した。
・浦川原区3小学校の統合校
設置について、「浦川原区小
学校統合実行委員会」を立ち
上げ、開校に向けた具体的な
協議を進めるとともに、校章・
校歌を策定した。

・（仮称）有田小学校の設置に
ついて、統合実行委員会を中
心に開校に向けた具体的な
協議を進める。
・浦川原小学校の設置につい
て、統合実行委員会を中心に
開校に向けた具体的な協議
を進める。
・「学校適正配置審議会」を開
催し、当市の学校適正配置の
方向性を審議する。

・（仮称）有田小学校の設置に
ついて、統合実行委員会を中
心に校章・校歌を策定し、通
学方法やPTA組織の協議を
進めた。
・浦川原小学校の開校に向
け、校舎の改修及び備品の
準備等の準備を進めた。
・「学校適正配置審議会」を開
催し、学校適正配置に向けた
課題を整理した。

・学校司書の15人配置によ
り、どの学校にも週1回以上の
訪問が可能になった。26年度
は１週間当たり訪問回数が0.6
回だったのに対し、27年度は
0.9回に増加した。

・学校司書と図書館教育担当
者の連携強化を図る合同研
修会の実施。
・学校司書の資質向上と協働
性を高めるために、学校司書
の研修会とグループワークを
隔月で実施する。
・各校の読書旬間を充実させ
るための情報交換の実施。
・児童生徒の読書量を把握す
るための、図書貸し出し数調
査の実施（毎学期）
・学校司書の資質向上と学校
図書館の充実を図るため、市
立図書館との情報交換や連
携を進める。

・学校司書15人配置により、
すべての学校に週1回以上の
訪問が可能になった。曜日を
固定して各校を訪問している
ので、学校職員やボランティ
ア、図書委員との連携が取り
やすく、全校体制による読書
活動が推進された。

全ての児童生徒が将来にお
いて自立し社会参加をするた
めに、障害の特性に合わせた
教育が受けられるよう「インク
ルーシブ教育システムの理念
に基づいた学校教育の推進」
を図る必要がある。各学校の
学習環境整備や合理的配慮
の提供が推進するように、イ
ンクルーシブ教育システム普
及指導主事を配置する。

・インクルーシブ教育システム
普及指導主事を2人配置し
た。
・全ての中学校を訪問し、校
区の小中学校に対して、学習
環境整備や合理的配慮の提
供が円滑に進むよう、指導・
助言を行った。
・各小中学校を訪問し、授業
のユニバーサルデザイン化が
推進されるよう指導・助言を
行った。モデル校の取組を授
業公開、研修会、成果報告書
により市内小中学校に発信し
た。

・学校司書と図書館教育担当
者・図書委員会・ボランティア
等との連携が進み、全校体制
で読書活動の推進が行われ
ている。また、学校司書による
授業支援や、教員や児童の選
書補助も進んでいる。
【年間平均貸出数】
小学校63.91冊
中学校5.6冊

追

実績

19 インクルーシブ教 全ての児童生徒が将来に 全ての児童生徒が将来に
育システム普及 おいて自立し社会参加を おいて自立し社会参加を
指導主事の配置 するために、障害の特性 するために、障害の特性
に合わせた教育を進めら に合わせた教育が受けら
れるよう「インクルーシブ教 れるよう「インクルーシブ教
育システムの理念に基づ 育システムの理念に基づ
いた学校教育の推進」を いた学校教育の推進」を
図るため、各学校の学習 図る必要がある。各学校
環境や校内体制、授業の の学習環境整備や合理的
充実を図るためのインク 配慮の提供が推進するよ
ルーシブ教育システム普 うに、インクルーシブ教育
及指導主事を2人配置す システム普及指導主事を
る。
配置する。

学校体制の充実、小・中連携 合理的配慮提供の割合
の推進のための体制を整備
し、合理的配慮の提供が適切
に行えるようにする。

16

【年間貸出冊数】
小学校67.6冊
中学校7.3冊
対前年度の貸出冊数を上
回った。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

担当課

達成状況

16 生徒指導支援員 生徒指導上の問題がある 年々、就学相談をうける子
の配置
生徒へのきめ細かな対応 ども数が増加している（新
を図るため、生徒指導支 入学児童の約25パーセン
援員を配置する。
ト）ことから、生徒指導支
援員の必要性が高まるこ
とが予想される。そのよう
な児童生徒に対し、きめ細
やかな指導を行うために
生徒指導支援員を小学校
に４名配置する。中学校は
従来通り（６名）

学校の適正配置基準を踏まえ、
学校の現状と課題、保護者や地
域の意向を尊重しながら適正配
置に向けた協議が進められてい
る状況により判断する。

△：一部達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

・生徒指導支援
員のニーズに
合った研修会を
行い、資質の向
上を図る。

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

→

・生徒指導支援員の資質向上のため、年2回の研修会を実
施する。
・各中学校の管理職と連携し、生徒指導支援員の効果的な
活用を図る。
学校教育
課

○

○

○

○

・適正配置に向
けて具体的に取
り組んでいる２つ
の案件について
は、計画どおり
進捗している。
・小規模校への
対応など今後の
課題について整
理する必要があ
る。

→

・蔵書管理や図
書館の環境整備
の他に、授業で
の図書館利用に
際して児童・生
徒や教員への補
助ができるよう
にする。特に中
学校でのオリエ
ンテーションや
読書旬間に重点
的に取り組み、
中学校の平均図
書貸し出し数（年
間、「7冊」を目指
す。

→

インクルーシブ
教育システム普
及指導主事を2
人配置し、各種
研修会、学校訪
問により、各学
校のインクルー
シブ教育システ
ム構築を図る。

・有田小学校の設置について、統合実行委員会を中心に開
校に向けた具体的な協議を進める。
・「学校適正配置審議会」を開催し、小規模校への対応など
今後の課題に向けた当市の方向性について審議する。
教育総務
課

・学校司書と図書館教育担当者の連携強化を図る合同研
修会の実施
・図書貸し出し数調査の毎学期実施
・学校司書の研修とグループワークを隔月で実施
・図書館の活用に関するアンケート実施

学校教育
課

・管理職、コーディネーター向け研修会の実施。
・小中学校の校内委員会に参加し、指導・助言を行う。
・学校訪問をし、授業のユニバーサルデザイン化について
指導・助言を行う。

学校教育
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

△：一部達成できなかった

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

（何を・どうするか）

Ｈ29年度

担当課

達成状況

実績

×：達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

３ 子どもと家族を大切にできるまちづくり
１ 男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進
1

男女共同参画社 男女共同参画社会の実現 男女共同参画の必要性や
会の実現に向け に向け、情報誌等による 意義などについて、情報
た広報・啓発活動 効果的な啓発を行う。
紙等による啓発を通して、
市民への理解を図る。

男女共同参画の必要性や意 情報紙の発行
義などについて、情報紙等に
よる啓発を通して、市民に理
解してもらう。
○

2

3

男女共同参画、
ワーク・ライフ・バ
ランスに関する意
識啓発事業

職業生活と家庭
生活の両立のた
めの広報・啓発
事業

ワーク・ライフ・バランスの
浸透に向け、性別役割分
担意識の解消を含めた啓
発講座及び研修会を行
う。

国の機関及び県等との連
携により、市民や企業を対
象にワーク・ライフ・バラン
スの推進に係る各種制度
の普及啓発及びイベント
等の周知を効果的に行
う。

男女共同参画社会の実現
のため、仕事・家庭・地域
活動など様々な活動を自
分の希望する状態で実現
するあり方である「ワーク・
ライフ・バランス」につい
て、企業等に対し啓発講
座や研修会などの開催を
通して浸透を図る。

○

働く人の個性や価値観に
応じたゆとりある働き方や
子育てと仕事の両立を可
能とするワーク・ライフ・バ
ランスを実現できる職場環
境を整備するため、事業
者等への意識啓発を図
る。
○

4

5

6

企業における再
就職の支援セミ
ナーの開催

ハローワーク等と合同で
企業等に再就職を考える
人のためのセミナーを開
催し、再就職しやすい環境
づくりを行う。

退職者が、労働意欲を喚
起し、自己スキルの確認
や新しい職場への職務姿
勢を作り、早期に再就職し
易い環境へと改善する。

【情報紙「ウィズじょうえつ」の 男女共同参画社会の実現に ○情報紙の発行
発行回数】
向け、情報紙等による啓発を ・10,000部×年4回発行し、町
年4回
行うとともに、男女共同参画 内会への回覧や市内施設な
啓発リーフレットも活用しなが どに配置した。
男女共同参画啓発リーフレッ ら、出前講座等の場を用いて
トを発行(10,000部)
効率的・効果的な意識啓発を
図る。

男女共同参画社会の実現の 男女共同参画推進センター講座 ワーク・ライフ・バランスの実 ワーク・ライフ・バランスの浸
ため、仕事・家庭・地域活動な 及び出前講座の開催
現に向けて、性別役割分担意 透に向け企業への周知を強
ど様々な活動を自分の希望す
識の解消等を目的とした啓発 化するとともに、性別役割分
る状態で実現するあり方であ
講座（男女共同参画推進セン 担意識の解消を含めた啓発
る「ワーク・ライフ・バランス」に
ター講座、出前講座）を開催し 講座（男女共同参画推進セン
ついて、企業等に対し啓発講
た。また、県との共催でハッ
ター講座）及び研修会（出前
座や研修会などの開催を通し
ピー・パートナー企業交流会 講座）を行う。
て浸透を図る。
議を開催し、ワーク・ライフ・バ
ランス推進の働きかけを行っ
た。
【男女共同参画推進センター
講座の開催実績】
8回
【出前講座の開催実績】
16回
市民や企業から、ワーク・ライ ホームページによる情報発信
・市のホームページで、国や ワーク・ライフ・バランスを実
フ・バランスについての各種制
県などの各種制度の概略を紹 現できる職場環境を整備する
度や必要性などについて、広
介した。
ため、事業者等への意識啓
く認知されている状態。
・ワーク・ライフ・バランス推進 発を図る。
企業利子補給補助金を新設
し、県のハッピーパートナー企
業に新規に登録する事業者
の資金調達について、利子相
当額の一部を助成した。
申請企業：3社

○男女共同参画推進センター
講座の開催
・県女性財団との共催を含
め、計11講座を開催。
○出前講座の開催
・学校、町内会、事業所など
が主催する学習会などに13回
講師を派遣。

・市のホームページやチラシ
で、国、県、市の各種制度の
概略を紹介した。
・ワーク・ライフ・バランス推進
企業利子補給補助金により、
県のハッピーパートナー企業
に新規に登録する事業者の
資金調達について、利子相当
額の一部を補助した。
申請企業：2社

再就職のためのセミナーや各 ハローワーク等と合同でセミ
種の支援制度等を通して、再 ナー等を開催
就職しやすい環境に改善され
ている状態。

【セミナー等の開催回数】
1回

ハローワーク等と連携して企 【セミナー等の開催】
業等に再就職を考える人のた 1回開催し、9人の参加があっ
めのセミナーを開催し、再就 た
職しやすい環境づくりを行う。

企業における再 新潟労働局やハローワー 働く人の個性や価値観に
雇用制度導入の クとの連携により、育児・ 応じたゆとりある働き方や
普及啓発
介護休業法で定める事業 子育てと仕事の両立を可
主が努めるべき再雇用特 能とするワーク・ライフ・バ
別措置について、広報や ランスを実現できる職場環
ホームページを活用して 境を整備するため、事業
周知・啓発を行う。
者等への意識啓発を図
る。

市民や企業から、ワーク・ライ ホームページによる情報発信
フ・バランスについての各種制
度や必要性などについて、広
く認知されている状態。

市のホームページで、国や県 新潟労働局やハローワークと 市のホームページで、国や県
などの各種制度の概略を紹介 の連携により、育児・介護休 などの各種制度の概略を紹
した。
業法で定める事業主が努め 介した。
るべき再雇用特別措置につい
て、ホームページ等を活用し
て周知・啓発を行う。

企業における労 新潟労働局やハローワー 働く人の個性や価値観に
働時間短縮の促 クとの連携により、育児・ 応じたゆとりある働き方や
進
介護休業法で定める事業 子育てと仕事の両立を可
主が努めるべき短時間勤 能とするワーク・ライフ・バ
務制度及び所定外労働の ランスを実現できる職場環
制限について、広報や
境を整備するため、事業
ホームページを活用して 者等への意識啓発を図
周知・啓発を行う。
る。

市民や企業から、ワーク・ライ ホームページによる情報発信
フ・バランスについての各種制
度や必要性などについて、広
く認知されている状態。

市のホームページで、国や県 新潟労働局やハローワークと 市のホームページで、国や県
などの各種制度の概略を紹介 の連携により、育児・介護休 などの各種制度の概略を紹
した。
業法で定める事業主が努め 介した。
るべき再雇用特別措置につい
て、ホームページ等を活用し
て周知・啓発を行う。

17

○

○

○

○

○

○

・情報紙を通じ
て、男女共同参
画の意義につい
て市民への浸透
を図ることができ
たことから、引き
続き意識啓発に
取り組んでいく。

→

・各種講座の開
催や講師の派遣
などを通じ、身近
なところから男
女共同参画につ
いて考え・学ぶ
機会を提供する
ことができたこと
から、引き続き
機会提供に取り
組んでいく。

→

・継続して市の
ホームページや
チラシで、国、
県、市の各種制
度の概略を紹介
する。
・ワーク・ライフ・
バランス推進企
業利子補給補助
金の対象に「え
るぼし」認定企
業を追加し、女
性の活躍やワー
ク・ライフ・バラン
スの推進に取り
組む企業等の増
加を図る。

→

・定員の15人を
下回ったので、
ホームページ等
での周知を強化
する。

→

・継続して市の
ホームページ
で、育児・介護休
業法の概略を紹
介する。

→

・継続して市の
ホームページ
で、育児・介護休
業法の概略を紹
介する。

→

・男女共同参画社会の実現に向け、情報紙等による啓発を
行うとともに、男女共同参画啓発リーフレットも活用しなが
ら、出前講座等の場を用いて効率的・効果的な意識啓発を
図る。
共生まちづ
くり課

・ワーク・ライフ・バランスの浸透や、性別役割分担意識の
解消に加え、女性の活躍・社会参画の促進につなげていく
ための各種講座（男女共同参画推進センター講座）及び研
修会（出前講座）を行う。

共生まちづ
くり課

ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境を整備するた
め、事業者等への意識啓発を図る。

産業振興
課

ハローワーク等と連携して企業等に再就職を考える人のた
めのセミナーを開催し、再就職しやすい環境づくりを行う。
産業振興
課

新潟労働局やハローワークとの連携により、育児・介護休
業法で定める事業主が努めるべき再雇用特別措置につい
て、ホームページ等を活用して周知・啓発を行う。
産業振興
課

新潟労働局やハローワークとの連携により、育児・介護休
業法で定める事業主が努めるべき再雇用特別措置につい
て、ホームページ等を活用して周知・啓発を行う。
産業振興
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表
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【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

△：一部達成できなかった

Ｈ28年度

H27実績

目標の評価方法

Ｈ29年度

担当課

達成状況

目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

実績

（何を・どうするか）

×：達成できなかった

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

２ 地域で子どもや家族を大切にする意識の醸成
1

2

子どもの権利チラ 子どもの権利の普及・啓
シ等による啓発 発のため、子育てしている
人向け、子どもに関わる人
向け、一般市民向けの3種
類のチラシを様々な機会
を捉えて配布する。また、
市の広報紙、ホームペー
ジなど、各種情報提供媒
体を活用し、子どもの権利
についての啓発活動を行
う。

子どもの権利について、広
く市民から正しく理解さ
れ、子どもの権利を大切に
する意識を高める。

子どもの権利学
習

子どもの権利について、子
ども自身が正しい知識を
持ち、権利を尊重する意
識と行動を身につける。

子どもの権利学習教材「え
がお」を使用した権利学習
を市内の公立全小中学校
の授業に取り入れて実施
する。

○

○

3

4

父子手帳の配布 父親の積極的な育児参加
と家族ぐるみの健康づくり
を推進するため、子どもの
発育・発達や子育てに関
する情報を掲載した父子
手帳を配布する。

妊娠・出産・育児の正しい
知識を学び、流早産・妊娠
高血圧症候群の予防等に
努めるとともに、妊娠期か
ら子どもの成長や発達・育
児について考える機会を
持ち、子どもが健やかに育
つことができるように支援
する。

命・きずなを考え 中学3年生を対象に、自分 生涯を通じた健康づくりの
る講座
や異性の体を知り、次世 推進に向け、スタートとな
代を生み育てる体づくり並 る妊娠・出産・育児期及び
びに生命の誕生や生命の 次世代を担う思春期、機
大切さを学び、自分自身 能低下を予防する更年期
の自己肯定感を高めるた 等、各ライフステージに応
めの支援として、助産師に じて知識の普及や不安の
よる講話を行う。
軽減を図るため、個々の
生活に合わせた適切な支
援や保健指導を行う。

子どもの権利について、広く市 子どもの権利に関するアンケー ・広報11月15日号に合わせ
民から正しく理解され、子ども ト調査
て、一般向け啓発チラシを全
の権利を大切にする意識が高
戸配布した。
まっている状態。
75,580枚/年
・子育てをしている人向け
【子どもの権利条例の認知度
＝7,200枚／年
（大人）】
・子どもに関わる人向け
44％
＝1,440枚／年
【子どもの権利の内容の認知
度（大人）】
・子どもの権利基本計画（第2
44％
期）の策定にあわせ、市ホー
ムページの掲載内容を修正す
るとともに、常に最新の情報
に更新を行った。

子育てをしている人向けのチ
ラシは各種保健事業を通じ
て、子どもに関わる人向け及
び一般向けのチラシは各種会
合などの機会をとらえて配布
する。

○

子ども自身が子どもの権利の 子どもの権利に関するアンケー ・11月～12月にかけて、市立 ・子どもの権利学習を市内の ・11月～12月にかけて、市立
正しい知識を持ち、権利を尊 ト調査
小学校全学年、中学1年生に 市立全小中学校で実施する。 小学校全学年、中学1年生に
重する意識と行動が身に付い
おいて「えがお」の学習を行っ ・中学生用の権利学習テキス おいて「えがお」の学習を行
ている状態。
た。
ト「えがお」が1種しかないた い、結果を家庭に持ち帰り、
・中学2・3年生版学習プログラ め、1年生において子どもの 子どもと保護者が子どもの権
【子どもの権利条例の認知度
ムの作成検討委員会を設置 権利学習を実施しているが、 利について話し合う取組を促
（子ども）】
し、テキスト作成を行った。
中学3年生まで継続して学習 した。
51％
することが望ましいことから、 ・11月～2月にかけて、中学生
【子どもの権利の内容の認知
中学生版「えがお」を改訂し、 版「えがお」3学年の試行授業
度(子ども）】
3学年分作成する。新版「えが を6校で行った。
62％
お」の学習は、28年度は試行
【「えがお」の学習が役に立っ
校において実施、29年度から
ていると感じる子どもの割合】
市内の全中学校において実
72％
施する。

父親の積極的な育児参加と家 妊娠届出数に対する父子手帳
族ぐるみの健康づくりを推進 配布の割合
することができる。
【父子手帳の配布率】
100％

父親の積極的な育児参加と家
族ぐるみの健康づくりを推進
するため、子どもの発育発達
や子育てに関する情報を掲載
した父子手帳を、届出者に配
布した。

父親の積極的な育児参加と
家族ぐるみの健康づくりを推
進するため、子どもの発育発
達や子育てに関する情報を掲
載した父子手帳を配布する。

【父子手帳の配布率 】
79.5％

○

・子育てをしている人向け
＝7,200枚／年
・子どもに関わる人向け
＝1,440枚／年
・一般向け
＝200枚／年（平成27年度に
全戸配布実施済）

次世代を生み育てるための重 実施校数
要な時期である中学生が、自
分や異性の体や生命の大切
さ等を学ぶことにより、自分自
身の自己肯定感を高めること
ができる。
【実施校数】
10校以上

中学3年生を対象に、自分や
異性の体を知り、次世代を生
み育てる体づくり並びに生命
の誕生や生命の大切さを学
び、自分自身の自己肯定感を
高めるための支援として、助
産師による講話を行った。
【実施校数】
18校

父親の積極的な育児参加と
家族ぐるみの健康づくりを推
進するため、子どもの発育発
達や子育てに関する情報を掲
載した父子手帳を、届出者に
配布した。

○

○

保健事業や講座
等の機会を捉
え、チラシを配布
して市民の「子ど
もの権利」に対
する意識と知識
を高めることが
できた。

→

義務教育のうち7
年間を通じて子
どもの権利学習
を継続して行うこ
とで、子ども自身
が子どもの権利
に関する認知を
高めることがで
きている。平成
29年度からは、
中学校3年生ま
での9年間、子ど
もの権利に関す
る学習を行う。今
後も継続して実
施する。

→

配布率は昨年度
とほぼ同等で
あった。今後も
多くの父親に配
布できるよう、妊
娠届出時に周知
する。

→

実施希望のあっ
た中学校全てに
おいて講話を
行った。

→

子育てをしている人向けのチラシは各種保健事業を通じ
て、子どもに関わる人向け及び一般向けのチラシは各種会
合などの機会をとらえ配布する。

こども課

中学生の「えがお」が1種類しかないため1年生において子
どもの権利学習を実施していたが、中学3年生まで継続して
学習することが望ましいことから、中学生版「えがお」を改訂
し、3学年分作成する。新版「えがお」の学習は、平成28年
度は試行校において実施、平成29年度から市立の全中学
校において実施する。これまでと同様、学習結果を家庭に
持ち帰ることで、家庭における子どもの権利学習の認知を
高めていく
こども課

父親の積極的な育児参加と家族ぐるみの健康づくりを推進
するため、子どもの発育発達や子育てに関する情報を掲載
した父子手帳を配布する。
健康づくり
推進課

【父子手帳の配布率 】
79.1％
中学3年生を対象に、自分や
異性の体を知り、次世代を生
み育てる体づくり並びに生命
の誕生や生命の大切さを学
び、自分自身の自己肯定感を
高めるための支援として、助
産師による講話を行う。

・中学3年生を対象に、自分や
異性の体を知り、次世代を生
み育てる体づくり並びに生命
の誕生や生命の大切さを学
び、自分自身の自己肯定感を
高めるための支援として、助
産師による講話を行った。

中学3年生を対象に、自分や異性の体を知り、次世代を生
み育てる体づくり並びに生命の誕生や生命の大切さを学
び、自分自身の自己肯定感を高めるための支援として、助
産師による講話を行う。
健康づくり
推進課

○

【実施校数】
16校

３ 家庭と地域の子育て力の向上
1

2

学びの輪プロジェ
クト
(すこやかな暮ら
し応援事業)

保護者を対象に、家庭教
育に関わる講座を行い、
家庭の教育力の向上を図
る。

保育園での子育 地域の子育ての拠点とし
て家庭への支援 て、保育の知識・経験等の
専門性をいかした子育て
相談や園開放を行う。

家庭教育に関わる講座の
開設、家庭環境や育児な
ど家庭教育を題材とした
講座を行い、家庭の教育
力を向上させる。

保育園での専門性を生か
した相談等を行うことで、
子育てに対する不安の軽
減や解消を図る。

子どもの成長について理解を 定員に対する申込率
深め、子育て中の悩みを共有
し合える状態。
○

【定員に対する申込率】
74％

【定員に対する申込率】
100％

相談記録がそれぞれの保育
園に整理され、管理されてい
る状態。

保護者を対象に家庭教育支
援講座を13講座実施した。

相談記録の内容

子育てに対する相談を行っ
た。
【相談受付回数】
3,192回
【相談内容記録件数】
3,192件
※すべて記録あり

18

「家庭教育支援講座」を28地 保護者を対象に家庭教育支
区公民館で実施するテーマ学 援講座を30講座実施した。
習に位置付け、企画実施す
る。
【定員に対する申込率】
94％

保育園に通園する園児や地 子育てに対する相談を行っ
域の子育てをしている保護者 た。
を対象に、子育て相談を行
う。
【相談受付回数】
2,928回
【相談内容記録件数】
2,928件
※すべて記録あり

○

○

各小中学校の教
育機関等と連携
の強化を図り、
地域の実情に応
じた学習内容の
把握に努めた。

→

子育て相談を受
け付け、子育て
に対する不安の
軽減や解消を
図った。

→

「家庭教育支援講座」を28地区公民館で実施するテーマ学
習に位置付け、企画実施する。
社会教育
課

保育園に通園する園児や地域の子育てをしている保護者
を対象に、子育て相談を行う。

保育課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

3

4

5

取

組

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

保育園地域活動 児童の社会性を養うため、 高齢者等との世代間交流
事業
高齢者等との世代間交流 や異年齢児との交流によ
や異年齢児との交流を行 り、児童の社会性を養う。
う保育園に補助金を交付
する。

補助金の有無にかかわらず、 事業実施園割合
市内すべての保育園で、高齢 （実施園／市内保育園数）
者等との世代間交流や異年
齢児との交流が行われている
状態。

ファミリーサポー 育児の援助を受けたい人 地域の子育ての相互援助
トセンター運営事 （依頼会員）と育児の援助 活動を支援することによ
業
を行いたい人（提供会員） り、仕事と育児を両立さ
との相互援助活動を連
せ、安心して働くことので
絡、調整を行う。
きる環境づくりを推進す
る。
○

○

H27実績
目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

すべての保育園に園士が配
置されている状態

配置園数

×：達成できなかった

Ｈ28年度

目標の評価方法

保育園士雇用事 豊かな知識と経験を持つ 保育園士との世代間交流
業
地域の人を活用すること を通して、児童の社会性を
で、園児との世代間交流 養う。
等を促進するとともに、保
育現場における保育士の
負担軽減（園舎整備など）
を図る。

△：一部達成できなかった

（何を・どうするか）

実績

全ての園において、保育園士
を配置した。

地域活動事業実施園64園
（公立44、私立20）
※補助金交付園数は12園

・すべての保育園及び認定こ
ども園において、高齢者等と
の世代間交流や異年齢児と
の交流を行い、児童の社会性
の育成を図った。
地域活動事業実施園65園
（公立44、私立等21）
※委託園数は14園
【事業実施園割合】
（実施園／市内保育園数）
100％

【事業実施園割合】
（実施園／市内保育園数）
100％

提供会員数を増やし、依頼会 依頼会員のニーズに対する提供 ・提供会員を確保するため、
員のニーズに見合った提供会 会員の紹介割合
広報上越に会員募集の記事
員が紹介されている状態。
を掲載するほか、民生委員児
童委員協議会や各種団体を
【提供会員の紹介割合】
対象に説明会を行った。（年
100％
27回）
・提供会員養成講座の未受講
者を減らすため、講座を年4回
開催した。

・提供会員を確保するため、
広報上越に会員募集の記事
を掲載するほか、民生委員児
童委員協議会や各種団体を
対象に説明会を行う。
・提供会員養成講座の未受講
者を減らすため、講座を年4
回開催する。

【提供会員の紹介割合】
100%

担当課

達成状況

全ての園において、保育園士 全ての園において保育園士
を配置した。
が配置されている状態を維持
する。
○公立保育園 43園
○私立保育園 18園
○認定こども園 2園

補助金の有無にかかわらず、
市内すべての保育園で、高齢
者等との世代間交流や異年
齢児との交流を行う。

Ｈ29年度

○公立保育園 43園
○私立保育園 18園
○認定こども園 3園

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

○

・依頼会員のニーズに見合っ
た提供会員を確保するため、
広報上越に会員募集の記事
を掲載するほか、各種団体等
を対象に説明会を行った。
（年38回）
・提供会員養成講座の未受講
者を減らすため、講座を年4
回開催した。
（延べ参加者数181人）

○

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

引き続き、保育
園士を配置し、
伝承遊びを通じ
た世代間交流や
保育園の施設や
物品の修繕、除
雪作業などを行
う。

→

・引き続き、高齢
者等との世代間
交流や異年齢児
との交流を行
い、児童の社会
性の育成を図
る。

→

・各種団体等へ
の説明会や提供
会員養成講座の
開催などにより、
提供会員が前年
比で32人増加し
た。
・依頼会員の
ニーズに見合っ
た提供会員を
100％調整した。

→

引き続き、研修
を実施すること
で、子どもたちを
取り巻く現状や
課題について理
解を深める。
主任児童委員と
児童委員がより
一層連携するこ
とで、児童福祉
課題に取り組む
ことができる環
境づくりに努め
る。

→

・子どもの安全
確保には親の日
頃の指導・管理
が重要であるこ
とから、今後も親
子教室を継続す
る。
・専門性を要す
る指導のため、
希望する幼稚
園・保育園・認定
こども園及び小
学校に対し、子
どものみを対象
とした防犯教室
を再開する。

→

全ての園において、保育園士を配置する。
○公立保育園 41園
○私立保育園 18園
○認定こども園 3園

保育課

補助金の有無にかかわらず、市内すべての保育園で、高齢
者等との世代間交流や異年齢児との交流を行う。

保育課

・依頼会員のニーズに見合った提供会員を確保するため、
広報上越に会員募集の記事を掲載するほか、各種団体等
を対象に説明会を行う。
・提供会員養成講座の未受講者を減らすため、講座を年4
回開催する。
こども課

【提供会員の紹介割合】
100%
6

民生委員・児童
委員・主任児童
委員活動

常に住民の立場に立ち、 多様化・深刻化している子
子どもに関する相談・支援 どもたちをめぐる課題につ
を実施する。
いて、研修などを利用し、
理解を深め、次代を担う子
どもたちの健やかな育ち
のため、児童委員・主任児
童委員活動の一層の充実
を図る。

多様化・深刻化している子ども
たちをめぐる課題について、
研修などを利用し、理解を深
め、次代を担う子どもたちの健
やかな育ちのため、児童委
員・主任児童委員活動の一層
の充実が図られている。

・委員が毎月提出する活動記録
の子どもに関する相談支援・件
数を確認し、活動が停滞してい
る委員へ聞き取り等を行う。
・市民児協連主催の研修は、委
員からアンケートを取り、次回研
修の参考とする。
（調査対象：研修出席者、項目：
実施研修についての意見や感
想、次回研修の希望内容につい
て）

・6/8,9,18,24,26,29市民児協連 常に住民の立場に立ち、子ど ・8/1～8/2全国主任児童委員
ブロック研修会（テーマ「こども もに関する相談・支援を実施 活動研修会 市民児協連代
たちを取り巻くネット社会の現 する。
表2人出席
状」）355名出席
・8/19市民児協連児童部会
・8/7市民児協連児童部会（若
（「こどもが暴力から自分を守
竹寮視察研修）主任児童委員
るために」）主任児童委員33
34名出席
人出席
・8/31～9/1全国主任児童委
・10/7主任児童委員活動研修
員活動研修会 市民児協連代
会 主任児童委員11人出席
表2名出席
・11/22 児童虐待防止研修
・10/23主任児童委員活動研
会 主任児童委員6人出席
修会 主任児童委員4人出席
・2/3～2/4全国児童委員研究
・10/30児童虐待防止研修会
協議会 市民児協連代表1人
主任児童委員6名出席
出席
・児童委員活動研修会 児童
・2/24児童委員活動研修会
委員・主任児童委員30名出席
児童委員・主任児童委員21人
・全国児童委員研究協議会
出席
市民児協連代表1名出席

○

常に住民の立場に立ち、子どもに関する相談・支援を実施
する。

福祉課

４ 子どもたちのためのよりよい環境づくり
1

安全教室

保育園、幼稚園、認定こど
も園、小学校に安全教育
指導員を派遣し、犯罪から
自らの身を守るための方
法などを指導する。

犯罪弱者である子どもに
犯罪の被害に遭わないた
めの知識を習得させ、市
民生活の安全安心の確保
を図る。

安全教室を実施する幼稚園・ 開催回数の集計
保育園・認定こども園・学校に
対し、指導・助言が行われて
いる状態。

○

【開催回数】
幼稚園・保育園・認定こども
園：36園（2年で全園実施）
小学校：申込のあった学校に
対し100％実施

幼稚園・保育園・認定こども園
での安全教室実施
対象園：36園
申込園：36園
実施園：36園
※2年間で全園で実施

・幼稚園・保育園・認定こども
園、学校に対して、犯罪被害
に遭わないための指導・助言
を行う。
・幼稚園、保育園では、防犯と
交通安全を統合した親子向け
教室を、申込園に対して実施
小学校での防犯教室実施
する。
対象数：53校
・小学校へは、低学年を対象
申込数：43校
とした防犯教室のシナリオを
実施数：43校
配布し、学校の日程で防犯指
※申し込みをしなかった10校 導が出来るようにする。
は、学校独自で実施

19

・小学校低学年を対象とした
防犯教室の指導案を配布し
た。
・必要に応じ、学校等への助
言を行った。
・親子防犯・交通安全教室を
実施した。
申込・実施園：12園
受講者：園児・保護者等842
人

○

・親子防犯・交通安全教室を実施する。
・希望する幼稚園・保育園・認定こども園に対し、安全教室
を実施する。
・希望する小学校に対し、1年生を対象とした防犯教室を実
施する。

市民安全
課

上越市子ども・子育て支援事業計画における個別事業の進捗管理表

資料３

【達成状況の凡例】
○：目標どおりに達成できた

H31年度における目標

基本 主要
事業区分 №
目標 施策

2

3

4

取

組

安全メール

交通安全教室

街灯整備事業

事業概要

目

的

地域子
ども・
子育て
支援事
業

第6次総
合計画
におけ
る重点
事業

（何を、どのような状態
又は数値にしたいか）

適時的確な情報発信に努め、 安全メールの登録件数の集計
携帯電話会社や児童・生徒の
保護者と連携し、受信者拡大
を図られている状態。

保育園児・幼稚園児・認定
こども園児及び小・中学生
を対象に、歩行時・自転車
乗車時における交通ルー
ルの基礎や交通事故防止
のための知識などを指導
する。

保育園児・幼稚園児・認定
こども園児から高齢者まで
各年齢層に応じた交通安
全教育及び啓発活動を実
施し、交通事故のない安
全で安心なまちづくりを実
現する。

交通安全教室を実施する幼稚 開催回数の集計
園・保育園・学校に対し、指
導・助言が行われている状
態。

夜間における歩行者の安
全を確保するため、集落
間の通学路等の街灯整備
を行う。

通学路等での交通の安全
及び街頭犯罪の未然防止
を図り、市民生活の安全
安心を確保する。

H27実績
目標達成に向けた実施内容

（何をもって、どのように評価する
か）

市内で発生した犯罪、災
害、交通事故などの情報
を迅速に提供し、市民の
自主的な防犯・防災活動
を促し、市民の安全安心
の確保を図る。

【安全メール登録者数】
6,200件

○

Ｈ28年度

目標の評価方法

市内で発生した犯罪、災
害、火災、交通事故、その
他（クマ・サル等の出没）
情報をメール配信により情
報提供することにより、被
害の連鎖や拡大を抑止す
る。

【開催回数】
幼稚園・保育園・認定こども
園：74園
小学校：53校
中学校：24校

（何を・どうするか）

安全メール登録者数
6,366件
安全メール発信数
196件
防犯情報 25件
防災情報 5件
交通安全情報 8件
火災情報 88件
その他（行方不明、クマ等）
70件

実績

・登録件数を6,500件以上とす 安全メール登録者数
る。
7,568件
・広報上越や携帯電話会社等 安全メール発信数
と連携し登録者増加に向けた 260件
広報活動を行う。
防犯情報 18件
・情報提供に関しては、必要
防災情報 11件
な情報を提供し、被害の拡大
交通安全情報 9件
防止や注意喚起を行う。
火災情報 98件
その他（行方不明、クマ
等）124件

開催回数
幼稚園・保育園・認定こども園
＝対象71園中70園で実施
小学校
＝対象53校中52校で実施
中学校
＝対象24校中20校で実施

・交通事故の件数を前年度よ
り減少させることを目標とす
る。
・幼稚園、保育園では、防犯と
交通安全を統合した親子向け
教室を、申込園に対して実施
する。
・小、中学校では学校が開催
（申込のあった園・学校はすべ する交通安全教室に対して、
て実施）
要請に応じて職員を派遣し交
通ルールや自転車運転の
ルールを指導する。

集落間の通学路に街灯整備 ・要望に対する対応状況を確認 既存防犯灯で灯具交換により 集落間の通学路における防
がされ、既存街灯のLED化が ・ＬＥＤ化への変更状況
ＬＥＤ化が可能な防犯灯のＬＥ 犯灯の維持管理について確
図られている状態。
Ｄ化工事を行った。
実に対応する。

・幼稚園及び保育園に対する
交通安全指導は、親子防犯・
交通安全教室として実施（再
掲）
申込・実施園：12園
受講者：園児・保護者等842
人

子育てバリアフ
リー設備の充実

子育て中の親とその子ど
もの利用に配慮した設備
やサービスを備える施設
を認定する。

バリアフリー施設を市が認
定し、その周知を行うこと
で、地域における子育て支
援の意識の高揚を図ると
ともに、子育てしやすい環
境の整備を推進する。

新規認定施設数を増やし、地 新規認定施設数
域における子育て支援の意識
の高揚が図られ、子育てしや
すい環境が整備されている状
態。
【新規認定施設数】
25施設以上（Ｈ26年度比）

追

6

110番協力車制
度

地域住民の協力による自
主的な防犯活動の一環と
して、趣旨に賛同する方の
車両に「110ばん協力車」
のステッカーを貼り付けて
もらい、車両運行中に不
審者又は助けを求める子
どもを発見した場合に、警
察その他関係機関への通
報及び子どもの保護活動
を行う。

市民ぐるみで、犯罪の抑
止と防犯意識の啓発を図
り、犯罪のない安全で安心
なまちづくりを実現する。

×：達成できなかった

Ｈ29年度

担当課

達成状況

評価・分析等
（目標に対す （来年度に向けたア
プローチ）
る到達度）

○

○

・小学校、中学校に対しては、
実施主体が学校であることを
明確にし、指導者派遣と物品
貸出を実施
派遣・物品貸出：延べ53校
・設置要望に対しては要綱等
に基づき適切に対応した。
・市が管理する防犯灯のLED
化工事を行った。

【要望等による整備必要か所
の整備割合】
100％
【ＬＥＤ化への変更割合】
100％

5

△：一部達成できなかった

目標達成に向けた実施内容
（何を・どうするか）

登録者数6,500
以上を達成し
た。
更なる防犯意識
等の向上のため
登録者数増加に
向けた広報活動
を行う。

→

・登録件数を前年度以上とする。(安全安心まちづくり推進
計画 の数値目標の見直しを検討する）
・広報上越等を活用し登録者増加に向けた広報活動を行
う。
・必要な情報を適時提供し、被害の拡大防止や注意喚起を
市民安全
行う。
課

・子の安全確保
には親の日頃の
指導・管理が重
要であることか
ら、今後も親子
教室を継続す
る。
・小・中学校は、
引き続き実施主
体が学校である
ことを明確にし、
専門性を要する
教育の支援を行
う。
集落間の通学路
における防犯灯
の維持管理につ
いて確実に対応
する。

→

・親子防犯・交通安全教室を実施する。
・希望する幼稚園及び保育園、認定こども園に対し、交通安
全教室を実施する。
・希望する小・中学校に対し交通安全教室への講師派遣、
物品貸し出しを行う。

引き続き、認定
要件に該当する
施設を訪問し、
申請依頼を行
う。

→

市民安全
課

→

・設置要望に対し要綱に基づき適切に対応する。
（新設校等の通学路への防犯灯設置）
・市が管理する防犯灯の維持管理を確実に対応する。
市民安全
課

○

広報上越に募集記事を掲載
するとともに、上越商工会議
所及び各商工会を通じて募集
チラシを配布するなど、認定
施設の増加を図ったが、新規
認定施設は2件に留まった。

・未認定施設に募集チラシを
送付する。
・広報上越に認定施設の募集
記事を掲載する。

・認定要件に該当する施設に
訪問し、申請依頼を行った。
・広報上越に認定施設の募集
記事を掲載した。
【新規認定施設数】
3施設

・認定要件に該当する施設を訪問し、募集を行う。
・広報上越に認定施設の募集記事を掲載する。

○

こども課

【新規認定施設数】
2施設

「110ばん協力車」の趣旨賛同 「110ばん協力車」のステッカー 登録台数 4,877台
者の増加に向けた取り組みが 発行状況により取り組み状況を
継続されている状態。
確認
平成27年度における新規登
録台数 341台

登録台数の増加に向け、広報 登録台数 4,984台
活動を実施する。
平成28年度における新規登
録台数 107台
○

20

広報上越、防犯
講話での広報活
動を実施したこ
とが、登録台数
の増加となった。
更なる広報活動
を実施する。

→

・広報上越等を活用し、登録台数の増加に向けた広報活動
を行う。

市民安全
課

