
　北広島市子ども・子育て支援プランの進捗状況について

第5章「子ども・子育て支援事業計画」掲載各施策・事業の進捗状況 （令和3年9月末現在）

量の見込み 確保方策 量の見込み 確保方策

教育・保育の需要量及び確保方策

教育・保育の提供体制の確保
幼児期の学校教育・保育の量の見込みに対応
する教育・保育施設および地域型保育事業によ
る提供体制を確保します。

741人（1号）
897人（2号・3
号）

974人（1号）
874人（2号・3
号）

大地太陽森の家保育園の定員拡大
により、保育の提供体制が10人増
保育士確保策として人材バンク、就
労支援金、復帰支援セミナーを実施
保育施設の提供体制　859人

720人（1号）
896人（2号・3
号）

974人（1号）
884人（2号・3
号）

保育士確保策として人材バンク、就
労支援金、復帰支援セミナーを実施
保育施設の提供体制　859人

0～2歳の保育需要が伸
びていることから、既存
施設の定員拡大等によ
り、さらなる保育の提供
体制の強化を継続して
実施する

子ども家庭課

地域子ども・子育て支援事業の提供

子どもとその保護者が、認定こども園・幼稚園・
保育所での教育・保育や、一時預かり、放課後
児童健全育成事業（学童クラブ）等の地域子育
て支援事業等の中から適切なものを選択し、円
滑に利用できるよう、情報提供や必要に応じ相
談・助言を含めた支援のほか、子育てガイドや
子育てサイトを活用した情報の発信を行いま
す。
２か所の利用者支援事業は子育て世代包括ケ
アシステム「きたひろすくすくネット」として一体的
に運営します。

─ ─

延べ相談件数
　　情報提供　　　　108件
　　子育て相談　　 372件　計480件
子育てガイド（隔年発行）
　令和元年度に作成し配布

─ ─

延べ相談件数
　情報提供     　 39件
　子育て相談     128件　　計167件
子育てガイド
　　令和3年度発行予定（3月）

継続して実施する
地域子育て支援
センター

子育て支援を担当する地域子育て支援センター
『あいあい』と母子保健を担当する健康推進課
（保健指導担当）が連携し、妊娠期から就学前
幼児までの子育て期間中、子育て不安を軽減
し、安心して子育てできるよう切れ目なく支援し
ます。

─ ─

①子育て総合相談：妊娠届出時面
接273人、子育て相談1,231件
②ケースマネジメント：ケース検討
35回145件・子育て検討会11回20件
③ネットワーク構築：三課会議12回
④母子保健サービスの紹介・調整：
マタニティプラン配布273人、子育て
プラン配布239人

─ ─

①子育て総合相談：妊娠届出面接
132人、子育て相談671件
②ケースマネジメント：妊婦ケース
検討10回24件
赤ちゃん訪問ケース検討10回21件
子育て検討会5回9件
③ネットワーク会議　5回
④マタニティプラン配布132人、子育
てプラン配布124人

継続して実施する

健康推進課
地域子育て支援
センター『あいあ
い』

(2)　地域子育て支援拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場
所を開設し、子育て相談、子育て講座、子育て
サークル支援、情報提供等を実施する事業で
す。

2,071回／月 3,000回／月

延べ利用者数及び子育て相談件数

あいあい　　　3,925人　　480件
（相談件数は利用者支援事業に同
じ）
ぶらんこ      　 891人　　17件
どんぐり        1,171人    72件

2,035回／月 3,000回／月

延べ利用者数及び子育て相談件数

あいあい　　　1,663人　　167件
（相談件数は利用者支援事業に同
じ）
ぶらんこ　　　　141人　　　4件
どんぐり　　　　440人　　　19件

継続して実施する
地域子育て支援
センター

評価と課題等 担当事業等名 事業の内容
令和2年度の取組

(1)　利用者支援事業

令和3年度の取組

資料４
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量の見込み 確保方策 量の見込み 確保方策
評価と課題等 担当事業等名 事業の内容

令和2年度の取組 令和3年度の取組

(3)　妊産婦健康診査事業

妊娠中の異常や産後うつ病を早期に発見し、適
切な医療につなげ、母子の健康増進を図るため
妊産婦健康診査費を助成します。受診票を発行
することで費用負担の軽減を図り、定期受診を
促し、妊産婦の健康と胎児の発育を守ります。

4,214回 4,214回
受診（妊婦一般＋超音波+産婦）
受診票交付人数  273人
延件数4,465件

4,046回 4,046回
受診（妊婦一般＋超音波+産婦）
受診票交付人数  128人
延件数641件

継続して実施する 健康推進課

(4)　乳児家庭全戸訪問事業
（赤ちゃん訪問事業）

生後2か月までの乳児のいるすべての家庭を保
健師が訪問しています。親子の健康状況や養
育環境などの確認や助言を行い、子育てに関
する情報提供を行っています。また、産後うつ
病、虐待リスクの早期対応のためのアンケート
を実施しています。

301人 301人
訪問対象者257人
訪問数239人

289人 289人
訪問対象者149人
訪問数124人

継続して実施する 健康推進課

養育支援訪問事業では、望まない妊娠や妊婦
健診の未受診等により妊娠期から継続的な支
援を特に必要とする家庭や育児ストレス、産後
うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育
てに対して不安や孤立感等を抱える家庭を保
健師が訪問し、具体的な養育に関する指導助
言等を実施しています。

73件 73件
訪問数
実人数93人
延べ人数124人

72件 72件
訪問数
実人数32人
延べ人数43人

継続して実施する 健康推進課

「北広島市要保護児童対策地域協議会」を設置
し、要保護児童等に関する情報その他要保護
児童の適切な保護を図るために必要な情報交
換を行うとともに、要支援児童等に対する支援
の内容に関する協議を行っています。

─ ─
個別ケース検討会議　11回
相談員による関係機関訪問の実施

─ ─
個別ケース検討会議　7回
相談員による関係機関訪問の実施

継続して実施する 子ども家庭課

(6)　子育て短期支援事業
（ショートステイ事業、トワイライトス
テイ事業）

保護者の疾病等の理由により家庭において養
育を受けることが一時的に困難となった児童に
ついて、児童養護施設等に入所させ、必要な保
護を行う事業です。

34人（延べ） 110人（延べ）

ショートステイ
　6件、延21日間
トワイライトステイ
　0件

33（延べ） 110（延べ）

ショートステイ
　2件、延13日間
トワイライトステイ
　0件

継続して実施する 子ども家庭課

(7)　子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）

子育ての手助けがほしい人（利用会員）、子育
てのお手伝いをしたい人（協力会員）、両方を兼
ねる人（両方会員）が登録し、子育ての相互援
助活動を行う事業です。

1,836人（延
べ）

2,074人（延
べ）

協力会員　　　　　77人
両方会員　　　　　33人
利用会員　　　　 912人
利用件数　　 　1,635件

2,031人（延
べ）

2,193人（延
べ）

協力会員　　　　80人
両方会員　　　　31人
利用会員　　　　900人
利用件数　　　　70件

継続して実施する
地域子育て支援
センター

(8)　一時預かり事業

保護者のパートタイム就労や疾病・出産などに
より保育が一時的に困難となった乳児または幼
児について、保育所その他の場所において、一
時的な預かりを行う事業です。

38,440人（幼
稚園型・延
べ）
1,141人（幼
稚園型以外・
延べ）

53,942人（幼
稚園型・延
べ）
6,173人（幼
稚園型以外・
延べ）

幼稚園6施設、保育所2施設、認定
こども園3施設で実施

37,252人（幼
稚園型・延
べ）
1,112人（幼
稚園型以外・
延べ）

53,942人（幼
稚園型・延
べ）
6,173人（幼
稚園型以外・
延べ）

幼稚園6施設、保育所2施設、認定
こども園3施設で実施

継続して実施する 子ども家庭課

(5)　養育支援訪問事業および要保
護児童対策地域協議会その他の者
による要保護児童等に対する支援
に資する事業
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量の見込み 確保方策 量の見込み 確保方策
評価と課題等 担当事業等名 事業の内容

令和2年度の取組 令和3年度の取組

(9)　延長保育事業
保育認定を受けた子どもについて、通常の開所
時間を超えて、保育時間の延長を行う事業で
す。

9,120人 10,800人 全保育施設で実施 9,217人 10,800人 全保育施設で実施 継続して実施する 子ども家庭課

病気にかかっている子どもや病気から回復しつ
つある子どもを医療機関や保育所に付設された
専用スペースなどで一時的に預かる事業です。

将来的な実施に向け、調査・検討を
実施

将来的な実施に向け、調査・検討を
実施

継続して実施する 子ども家庭課

有料で互いに援助しあう会員組織の事業、こど
も緊急サポートネットワークとして、病児・病後児
保育を行います。

利用会員　205人
協力会員　62人
両方会員　3人
利用件数　0件
病児預かり助成　0件
ひとり親世帯等助成　0件

利用会員　192
協力会員　64人
両方会員　3人
利用件数　5件
病児預かり助成　0件
ひとり親世帯等助成　0件

供給量の確保のため、
継続して協力会員の確
保を行う

子ども家庭課

(11)　放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）

保護者が就労、疾病その他の理由により昼間
家庭にいない小学生を対象に、適切な遊びや
生活の場を提供し、児童の健全育成を図る事業
です。

788人
724人（定員）
1,029人（受
入可能）

12施設（15単位）を運営（定員724
人）
登録児童数（4月1日現在703人）

746人
724人（定員）
1,029人（受
入可能）

12施設（15単位）を運営（定員724
人）
登録児童数（4月1日現在594人）

継続して実施する
参事（子育て・学
童担当）

(12)　教育・保育施設等の実費徴収
に係る補足給付事業

特定教育・保育施設等を利用する生活保護世
帯に教材費等について施設が実費徴収する費
用の一部を補助する。また、特定子ども・子育て
支援施設等を利用する年収360万円未満相当
世帯等の副食費について、施設が実費徴収す
る費用の一部を補助する。

─ ─

補助件数
教育・保育施設等　延べ10件
特定子ども・子育て支援施設等　延
べ39件

─ ─

補助件数（4～8月分）
教育・保育施設等　延べ4件
特定子ども・子育て支援施設等　延
べ17件

継続して実施する 子ども家庭課

(13)　多様な主体が本制度に参入
することを促進するための事業

特定教育・保育施設等への設置または運営を
促進するための事業です。

─ ─
民間事業者からの新規参入意向が
複数あり、今後のプラン推計や情勢
を鑑み検討していく。

─ ─
民間事業者からの新規参入意向が
複数あり、今後のプラン推計や情勢
を鑑み検討していく。

継続して実施する 子ども家庭課

(10)　病児保育事業 482人（延べ） 137人（延べ） 470人（延べ） 144人（延べ）
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

1 子育てガイドの作成
北広島市子育てガイドを作成し、子育てに関する情
報を子育て家庭や子育て支援者に提供します。

（隔年発行）
令和元年に作成し、配布

令和3年度作成、配布 継続して実施する。 子育て支援センター

2 子育てサイトの運営
北広島市子育てサイトを運営し、子育てに関する情
報を発信します。

子育てサイトを活用した情報の発信 子育てサイトを活用した情報の発信 継続して実施する。 子ども家庭課

3
子育て支援アプリによる情報発
信

妊娠・出産・育児中の家庭を継続的にサポートするた
め、妊婦や子育て中の方のスマートフォンなどに、市
からのお知らせや子育て情報を配信します。

子育てアプリを活用した情報の発信 子育てアプリを活用した情報の発信 継続して実施する。 子ども家庭課

4
地域子育て支援センター運営
事業

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「地域子育て
支援拠点事業」に掲載。

延べ利用者数　　3,925人 延べ利用者数　　1,663人 継続して実施する
地域子育て
支援センター

5 児童センターの運営
地域における子どものための拠点として、主体的な
遊び及び生活の援助や子育て支援の場、子どもの居
場所等として運営します。

延べ利用者数　　8,443人 延べ利用者数　3,581人 継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）

6 出張型ひろば事業
地域子育て支援センターや児童センターがない地域
等において、会館等を利用して、親子が集い交流し
遊べる場所を提供します。

西の里地区、大曲地区で実施96人
西の里地区、大曲地区、東部地区
で実施　計118人

継続して実施する 子ども家庭課

基本目標　1　地域における子育ての支援
基本施策　(1)　教育・保育の充実

基本施策　(2)　地域における子育て支援の充実

基本施策　(3)子育て支援のネットワークづくり

「第５章　子ども・子育て支援事業計画」のとおり、教育・保育の確保を図ります。

「第５章　子ども・子育て支援事業計画」のとおり、教育・保育の確保を図ります。地域子ども・子育て支援事業を通じて、地域における子育て支援の充実を図ります。

基本施策　(4)子どもの健全育成
推進施策　ア　公共施設等を活用した地域の協力による子どもの健全育成

（令和3年9月末現在）

第6章「施策の総合的展開」掲載各施策・事業の進捗状況
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1 児童館の整備、運営の充実
地域における遊び及び生活の援助と子育て支援、子
どもの居場所づくりのため、児童館の整備・運営を行
います。

児童館3か所の運営
児童館未整備地区の整備の検討

児童館3か所の運営
児童館未整備地区の整備の検討

継続して実施する
子ども家庭課
参事（子育て・学童
担当）

2 街区公園の整備
子どもから高齢者まで幅広く交流できるような街区公
園の施設整備を行います。

施設整備箇所なし 施設整備箇所なし 継続して実施する 都市整備課

3
公園施設長寿命化対策支援事
業

公園利用の安全を図るため、老朽化した施設の改
築・更新を行います。

大曲公園ほか7公園の老朽化した施
設の改築・更新を実施

やまぶき公園ほか5公園の老朽化し
た施設の改築・更新を実施

継続して実施する 都市整備課

4
子どもと高齢者等の世代間交
流の推進

保育所地域活動による高齢者との交流事業や児童
センターにおける異世代交流を開催します。

認可保育所等13施設、児童センター
3か所で実施

認可保育所等13施設、児童センター
3か所で実施

継続して実施する
公立保育園
参事（子育て・学童
担当）

5
社会教育事業による子ども向
け講座の開催

子どもの学習や自然体験教室の開催、障がい児・者
との交流を行います。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

・ビッグフラッグアート制作事業の実
施
・チャレンジボッチャ大会の実施

継続して実施する 社会教育課

6
公民館事業による子ども向け
講座の開催

子どもたちによる公民館普及事業や各公民館で子ど
も向け講座を行います。

・地区公民館活動連携事業
西の里地区　0事業
大曲地区　 　1事業　20人参加
西部地区　　 0事業
東部地区　　 0事業

・公民館事業　12人参加
・地区公民館活動連携事業
西の里地区　0事業
大曲地区　 　0事業
西部地区　　 2事業　10人参加
東部地区　　 0事業

継続して実施する 社会教育課

7 図書館サービス提供事業
図書館を利用し、子どもが図書に親しむ機会を提供
するとともに、児童書の充実による読書環境の整備
により、子どもが読書に親しむ機会を提供します。

資料の充実により、子どもの読書環境
の整備を実施

資料の充実により、子どもの読書環境
の整備を実施

継続して実施する 文化課（図書館）

8 スポーツ事業の推進
体育館、プール等を利用し、子どもがスポーツに親し
む機会を提供するとともに、スポーツ大会やセミナー
などを開催し、子どもたちの体力づくりを図ります。

市民スポーツ活動推進事業
※新型コロナウィルス感染拡大防止
のため、子ども向けイベントに関して
は全て中止
スポーツアカデミー事業
2事業実施 参加者数延べ38 人

市民スポーツ活動推進事業
※新型コロナウィルス感染拡大防止
のため、子ども向けイベントに関して
は全て中止
スポーツアカデミー事業
1事業実施　参加者数延べ66名

継続して実施する 社会教育課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

9 スポーツ少年団活動の支援
スポーツ活動を通じた心身ともに健康な体力づくりの
ための少年団の支援を行います。

チャレンジジュニアスクール
※新型コロナウィルス感染拡大防止
のため中止
少年団(12種目：26団体)への補助金
交付 453,000円

チャレンジジュニアスクール
※新型コロナウィルス感染拡大防止
のため中止
少年団(12種目：26団体)への補助金
交付 408,000円

継続して実施する 社会教育課

10 青少年問題行動対策
生徒指導担当指導主事及び専任指導員を配置し、
青少年の指導、巡視を実施します。

補導巡視活動及び立入調査・不審
者等に対する対応、啓発、防犯教室
の実施

巡視活動及び立入調査・不審者等
に対する対応、啓発、防犯教室の実
施

継続して実施する 学校教育課

11 ＰＴＡ連合会の支援
各小中学校ＰＴＡの連絡調整や教育の振興活動を行
うＰＴＡ連合会に対し補助を行います。

市PTA連合会の活動に対する支援
の実施

市PTA連合会の活動に対する支援
の実施

継続して実施する 学校教育課

12 教育相談事業の推進
家庭や学校の問題に対し、教育相談員が電話や面
談で相談指導を行います。

教育相談員（スクールソーシャル
ワーカー）による相談
相談件数　延べ223件（3月末現在）

教育相談員（スクールソーシャル
ワーカー）による相談
相談件数　延べ85件（9月末現在）

継続して実施する 学校教育課

13 不登校対策事業の推進

不登校の予防や適応指導教室「みらい塾」を中心に
学校復帰に向けた取組みと個別訪問指導を行いま
す。
また、ＮＰＯ等と連携してひきこもりの子どもたちの支
援を行います。

不登校児童生徒数85人
みらい塾通級者22人
子どもサポートセンター相談員によ
る相談 延べ361件（3月末現在）

不登校児童生徒数43人（8月末現
在）
みらい塾通級者14人
子どもサポートセンター相談員によ
る相談 延べ139件（9月末現在）

継続して実施する 学校教育課

14 学校との連携
各学校や警察と連携を図り、学校内外の児童・生徒
の問題行動への対応と未然防止に努めます。

学校、警察との連携
専任指導員による巡視活動

学校、警察との連携
専任指導員による巡視活動

継続して実施する 学校教育課

15
青少年健全育成連絡協議会の
支援

学校や地域の方々が連携して行う、子どもたちの巡
視や啓発など健全育成活動に対し補助を行います。

市内6地区にある健全育成連絡協
議会への支援

市内6地区にある健全育成連絡協
議会への支援

継続して実施する 学校教育課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1
放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「放課後児童
健全育成事業（学童クラブ）」に掲載。

12施設（15単位）を運営（定員724
人）
登録児童数（4月1日現在703人）

12施設（15単位）を運営（定員724
人）
登録児童数（4月1日現在594人）

継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）

2 放課後子供教室

小学校の余裕教室を活用し、放課後における子ども
居場所として、学習や体育活動などの機会を提供し
ます。
現在、３校で実施している放課後子供教室を、令和５
年度（2023年度）までに４校に拡充することを目指し
ます。

大曲小学校、双葉小学校、東部小
学校で放課後子供教室を実施
大曲小：13回実施、児童86名登録
双葉小：12回実施、児童43名登録
東部小：12回実施、児童80名登録

大曲小学校、双葉小学校、東部小
学校で放課後子供教室を実施 継続して実施する 社会教育課

3
放課後児童健全育成事業と放
課後子供教室の連携

放課後児童健全育成事業と放課後子供教室の実施に関し
て担当課間での連携を行い、子どもが多様な体験や学習活
動ができる環境づくりに努めます。
また、連携可能な学童クラブとの一体的な展開を検討しま
す。（１か所）

放課後児童健全育成事業と放課後
子ども教室との一体型での実施　1
か所（東部小）

放課後児童健全育成事業と放課後
子ども教室との一体型での実施　1
か所（東部小）

継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）
社会教育課

4
放課後児童健全育成事業の役
割

単に預かりの場としてだけでなく、子どもたちの発達
や成長に関わるとともに、支援が必要な子どもや家
庭等へのアプローチを担う存在であることを意識し、
育成支援及び関係機関との連携に努めます。

支援員研修の実施
関係機関との連携

支援員研修の実施
関係機関との連携

継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）

5
放課後児童健全育成事業の周
知

事業内容や利用方法、自己評価の内容等について、
子育てサイトや広報紙等により、市民への周知を図り
ます。

子育てサイト・広報誌にて周知
自己評価の実施

子育てサイト・広報誌にて周知
自己評価の実施

継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）

1 児童手当の支給
児童手当法に基づき中学校修了前の児童の家庭に
手当を支給します。

年3回定時払（6、10、2月）
受給者数3,525人（R3.2月時点）

年3回定時払（6、10、2月）
受給者数3,283人（R3.6月時点）

継続して実施する 子ども家庭課

推進施策　イ　「新・放課後子ども総合プラン」の推進

基本施策　(5)経済的支援
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2 保育料の軽減

０～２歳の子どもの保育料について、国基準額から
の軽減やひとり親世帯や多子世帯等への減免を行
います。
※３歳以上の子どもについては、幼児教育・保育の
無償化の対象となります。

ひとり親世帯や多子世帯等への減
免を実施

ひとり親世帯や多子世帯等への減
免を実施

継続して実施する 子ども家庭課

3 就学援助費の支給

生活困難家庭の児童・生徒に対して、就学のため経
済的援助を行います。
平成26年度からは、支給品目にＰＴＡ会費・生徒会
費・部活動費を追加して支給しています。

小学校 546人
中学校 279人
（3月末現在）

小学校 515人
中学校 296人
（9月末現在）

継続して実施する 学校教育課

4 学童保育料の減免
要保護世帯及び生活保護世帯を対象に、学童保育
料の減免を行います。

129人（3月末現在） 120人(9月末現在) 継続して実施する
参事（子育て・学童
担当）

5 奨学金の支給
経済的理由で修学困難な学生で、かつ、学業が優秀
な者に奨学金を支給します。

87人選考 79人選考 継続して実施する 学校教育課

6 高等学校入学準備金の支給
経済的理由で入学・修学困難な学生に準備金を支給
します。

112人支給 82人支給 継続して実施する 学校教育課

7 高校生の通学費助成
公共交通機関を利用して高等学校等に通学する高
校生等の保護者等に対し、助成金を交付します。

助成制度の周知
申請の受付（12月～2月）
交付決定　130人

助成制度の周知 継続して実施する 企画課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

8 児童生徒の通学費支援
遠距離等で、公共交通機関や自家用車による送迎で
通学している公立小中学校の児童生徒の保護者に
通学費の一部を支援します。

小学校 89人
中学校 29人
（3月末現在）

小学校 79人
中学校 19人
（9月末現在）

継続して実施する 学校教育課

9 乳幼児へのごみ袋の支給
満２歳未満の乳幼児がいる家庭に、普通ごみ用の指
定ごみ袋を一定枚数無償で配布します。

交付人数：332人 交付人数：135人 継続して実施する 環境課

10 子ども医療費の助成
中学生までの通院及び入院に対し、医療費の助成を
行います。

助成件数63,214件
受給者数5,904人
　就学前児童2,258人
　小学生2,363人
　中学生1,283人

助成件数32,459件
受給者数5,579人
　就学前児童1,974人
　小学生2,337人
　中学生1,268人

継続して実施する 保険年金課

11 未熟児養育医療の給付
医師が入院養育を必要とした未熟児に対し医療費の
給付を行います。

助成件数27件
受給者数11人

助成件数16件
受給者数6人

継続して実施する 保険年金課

12 ひとり親家庭等医療費の助成
母子、父子のひとり親家庭等を対象に医療費の助成
を行います。

助成件数7,302件
受給者数1,396人
うち親559人
うち児童837人

助成件数3,664件
受給者数1,398人
うち親555人
うち児童843人

継続して実施する 保険年金課

13 児童扶養手当の支給
児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭等に手当を
支給します。

年6回定時払（奇数月）
受給者数　458人

年6回定時払（奇数月）
受給者数　474人

継続して実施する 子ども家庭課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

14
自立支援教育訓練給付金の支
給

ひとり親家庭の自立のため教育訓練講座等の受講
者に給付金を支給します。

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付件数　3件

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付件数　0件

継続して実施する 子ども家庭課

15
高等職業訓練促進給付金の支
給

ひとり親家庭の自立のため、看護師・保育士等の資
格取得養成機関での修業者に給付金を支給します。

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付対象者　14人

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付対象者　11人

継続して実施する 子ども家庭課

16
高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業

ひとり親家庭の親や児童が高等学校卒業程度認定
試験の合格を目指す場合、支払った受講費用の一部
を支給します。

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付件数　0件

広報紙、児童扶養手当手続・案内送
付時等に制度を周知
給付件数　0件

継続して実施する 子ども家庭課

17 私立幼稚園就園準備金の支給
私立幼稚園が実施する子育て支援事業への参加に
要する費用の一部を助成します。

補助対象児童数　延べ93人
補助対象児童数（見込み）　延べ130
人

継続して実施する 子ども家庭課

18 障がい児の通所交通費の助成
発達に遅れや障がいのある児童の発達支援を進め
るため、子ども発達支援センターへの交通費の一部
を助成します。

助成者数　11人 助成者数　8人 継続して実施する
子ども発達支援セン
ター

19 障がい者等交通費助成事業

重度身体障がい児・者（１～２級、内部障がいは１～
３級）・重度知的障がい児・者（Ａ判定）・重度精神障
がい児・者（１級）に、タクシーチケットまたはガソリン
チケットを交付します。

交付者数
タクシーチケット　920人
ガソリンチケット　676人

交付者数
タクシーチケット　865人(9月末現在)
ガソリンチケット　659人(9月末現在)

継続して実施する 福祉課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

20
重度心身障がい児（者）等の通
院交通費の助成

慢性的な疾病により通院している重度心身障がい者
医療、ひとり親家庭等医療を受給している児童及び
子ども医療受給者に対し、交通費の助成を行いま
す。

助成件数59件 助成件数50件(予定） 継続して実施する 保険年金課

21
ファミリー・サポート・センター利
用料助成

ひとり親世帯、市町村民税非課税世帯、生活保護世
帯等に料金を助成します。また、１歳未満の子どもが
いる家庭に「ファミサポ利用無料券」を交付します。

助成登録者数

無料券発行件数　　　　81件
無料券利用枚数　　　　57枚

助成登録者数

無料券発行件数　　63件
無料券利用件数　　16件

継続して実施する
地域子育て支援セ
ンター

22 妊婦健康診査通院支援事業
妊婦健診を受診する際の通院費用の一部を助成しま
す。

申請数　250件 申請数119件 継続して実施する 健康推進課

1
シルバー子育てサポート事業
の推進

地域子育て支援センターを拠点に、シルバー世代が
子育てアドバイスや昔遊び等の交流活動を行いま
す。

サポーター登録者数　　20人
活動日数　　　　　　　　　1日
参加者数延べ　　　　　　9人

サポーター登録者数　　21人
活動日数　　　　　　　　　0日
参加者数延べ　　　　　　0人

継続して実施する
地域子育て
支援センター

2
ファミリー・サポート・センター事
業
（再掲）

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「子育て援助
活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」
に掲載。

－ － －
地域子育て
支援センター

1
子育て世代包括ケアシステム
「きたひろすくすくネット」
（再掲）

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「利用者支援
事業」に掲載。

－ － －
健康推進課
地域子育て支援セ
ンター『あいあい』

基本目標　2　母性と子どもの健康の確保と増進
基本施策　(1)　　切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

基本施策　(6)　地域における人材育成
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2 母子健康手帳の交付

妊娠届出に基づいて母子健康手帳を交付します。保健師と
保育士（子育て支援コーディネーター）が妊婦全員と面接
し、妊娠中からの健康管理や適切な食生活、育児などに関
する情報提供や保健指導を行い、健やかに妊娠期を過ご
し、安心して出産、育児がスタートできるように支援します。
また、父親の積極的な育児参加のきっかけづくりとして、父
子健康手帳を配布します。

母子健康手帳交付人数273人
うち妊娠届出時等面接273人

母子健康手帳交付人数132人
うち妊娠届出時等132人

継続して実施する
健康推進課
地域子育て支援セ
ンター

3 ハイリスク妊婦把握・支援

妊娠届出時に、妊婦を対象に「妊娠に関するアン
ケート」を実施し、妊娠・出産や育児に不安を抱えて
いる妊婦を早期に発見し、妊娠から育児までの期間
を安心して過ごせるよう支援します。

妊婦ケース検討35回94件 妊婦ケース検討10回24件 継続して実施する 健康推進課

4
妊産婦健康診査事業
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「妊産婦健康
診査事業」に掲載。

－ － － 健康推進課

5 妊産婦健康相談
妊産婦の心身の健康、子育ての悩みや不安等に対
し、保健師による面接や電話での相談、指導を行い
ます。

面接273人・電話72人 面接132人・電話24人 継続して実施する 健康推進課

6
妊婦健康診査通院支援事業
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（５）「経
済的支援」に掲載。

－ － － 健康推進課

7 マタニティスクール
４回を１コースとして、母乳育児や妊娠中の食事など
の各種講話と交流会を行います。

5コース（うち2コースはオンライン）
参加　17人

3コース　参加　8人
* オンライン対応

継続して実施する 健康推進課

8 マタニティスクール両親コース
夫婦で協力して子育てをするイメージを持てるよう赤
ちゃんのお風呂やおむつ交換の実習、妊娠疑似体験
などを行います。

16回　45組　88人（個別相談） 3回　23組　46人（個別相談） 継続して実施する 健康推進課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

9 産後ケア事業

出産後、心身の不調や育児不安があるなど育児支
援を必要とする産婦を対象に、心身の休養の機会を
提供し、体調の回復を図るとともに母子の健康管理
や育児に関する助言指導を行います。

宿泊型37泊
日帰り型14回

宿泊型43泊
日帰り型5回

訪問型について導入を
検討する。

健康推進課

10
乳児家庭全戸訪問事業
（赤ちゃん訪問）
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「乳児家庭全
戸訪問事業（赤ちゃん訪問事業）」に掲載。

－ － － 健康推進課

11 未熟児訪問

平成24年度まで千歳保健所が担当していた未熟児
訪問（出生体重2000グラム未満等）は、北海道から
の権限移譲により平成25年度から赤ちゃん訪問の中
で市が実施しています。

低体重児訪問数20人
うち未熟児訪問数4人

低体重児訪問数16人
うち未熟児訪問数7人

継続して実施する 健康推進課

12
養育者支援・保健医療連携シ
ステム*

妊娠、出産期において特に養育支援を必要とする家
庭を積極的に把握し支援するため、医療機関、他市
町村と情報共有を図ります。
＊北海道が実施主体の事業です。妊娠・出産期にお
いて支援を必要としている養育者を早期に適切な支
援につなぐため、保健機関と医療機関が双方向に情
報を共有します。

病院からの情報提供数31件 病院からの情報提供数17件 継続して実施する 健康推進課

13 乳児健康診査

3・6・10か月児を対象に小児科医の診察や身体計
測、育児、栄養、歯科相談を行います。精密検査が
必要な乳児については、医療機関への紹介状を発行
します。
健診の場を活用し、育児の悩みや不安についての相
談対応や子育ての情報提供を行います。

受診実人数　464人
受診延べ人数　876人

受診実人数　285人
受診延べ人数　344人

継続して実施する 健康推進課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

14 １歳６か月児健康診査

小児科医による診察、身体計測、歯科医師による歯
科健診、育児・栄養・歯科相談を行います。問診時に
は、支援の必要な幼児に対して、発達面を支援する
教室への参加を案内します。精密検査が必要な幼児
については、医療機関への紹介状を発行します。
健診の場を活用し、育児の悩みや不安についての相
談対応や子育ての情報提供を行います。

受診実人数　338人
受診延べ人数　341人

受診実人数　140人
受診延べ人数　146人

継続して実施する 健康推進課

15
あそび教室
（１歳６か月児健康診査事後教
室）

１歳６か月から３歳未満の幼児とその保護者のうち、１歳６
か月児健康診査等において精神運動発達面で要経過観察
となった幼児や子どもの発達や育児に不安がある保護者を
対象にあそび教室を開催します。子ども発達支援センターと
協力して、自由遊びや設定遊びを通して子どもの経験を広
げ、発育を支援し、保護者への相談対応などを行います。

実人数　17人
延人数　66人

実人数　13人
延人数　44人

継続して実施する 健康推進課

16 3歳児健康診査

小児科医による診察、尿検査、視力検査、身体計測、歯科
医師による歯科健診、育児・栄養・歯科相談を行います。
問診時には、発達面のスクリーニングを行い、必要な場合
は、発達相談を案内します。精密検査が必要な幼児につい
ては、医療機関への紹介状を発行します。
健診の場を活用し、育児の悩みや不安についての相談対応
や子育ての情報提供を行います。

受診実人数　373人
受診延べ人数　406人

受診実人数　153人
受診延べ人数　169人

継続して実施する 健康推進課

17 フッ化物塗布
１歳から就学前の幼児を対象に歯科健診とフッ化物
塗布、歯科相談を行います。

実175人　延225人
＊4～6月は新型コロナウイルス対策の
ため中止

実84人　延84人
＊5～6月は新型コロナウイルス対策の
ため中止

受診者数拡大のため開
催方法等を検討する。

健康推進課

18 フッ化物洗口 保育所でフッ化物洗口を行います。
中止
（新型コロナウイルス感染拡大のた
め）

中止
（新型コロナウイルス感染拡大のた
め）

継続して実施する
健康推進課
公立保育園
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

19 予防接種
定期の予防接種を行います。任意の予防接種である
インフルエンザワクチンは、障がい児を対象に接種費
用を助成します。

4種混合　1,149人
2種混合　410人
麻しん風しん混合(乳幼児）　688人
麻しん単独　0人
風しん単独　0人
BCG　299人
不活化ポリオ　0人
ヒブ　1,145人
小児用肺炎球菌　1,091人
子宮頸がん　16人
インフルエンザ　2,134人
水痘　589人
成人用肺炎球菌　730人
日本脳炎　2,452人
B型肝炎　797人
麻しん風しん混合（成人）　121人
風しん抗体検査（成人） 615人
ロタウイルス　227人

4種混合　443人
2種混合　161人
麻しん風しん混合(乳幼児）　275人
麻しん単独　0人
風しん単独　0人
BCG　107人
不活化ポリオ　0人
ヒブ　442人
小児用肺炎球菌　437人
子宮頸がん　9人
インフルエンザ　0人
水痘　246人
成人用肺炎球菌　130人
日本脳炎　283人
B型肝炎　308人
麻しん風しん混合（成人）　11人
風しん抗体検査（成人） 46人
ロタウイルス　210人

継続して実施する 健康推進課

20 マタニティスクールクラス会

マタニティスクール修了生が出産後に再会するクラス
会を行います。クラス会では、保育士による手あそび
の紹介や交流会を行うことにより、育児不安の軽減と
仲間づくりを進めます。クラス会後も自主的に交流会
が開催できるよう支援します。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催中止

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催中止

感染状況をみながら、
開催の方法や実施有無
について検討する。

健康推進課

21 育児交流の開催
子育て中の親子を対象に離乳食や手あそび、手づく
りおもちゃなどの育児交流を行います。

13回　参加20組
*新型コロナウイルスの影響で個別開催

14回　参加33組
*新型コロナウイルスの影響で個別開催

母子保健推進員活動とし
ての育児交流会は、令和
元年度を以て終了。新た
に子育て世代包括支援セ
ンター事業「すくすくルー
ム」として開催。

健康推進課

22 出前健康講座・健康教育
団体やグループからの依頼により出前健康講座を実
施します。また、広報やホームページなどを通じて正
しい知識の普及に努めます。

4回
2回 継続して実施する 健康推進課

23
保育園での健康診断や歯科検
診による保健指導の推進

園児の健康診断とむし歯予防の歯科保健指導を行
います。

全保育施設で実施 全保育施設で実施 継続して実施する 公立保育園ほか
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

24 入院助産の支援
経済的理由で入院助産ができない妊産婦に対し、入
院、出産を支援します。

申請件数　0件 申請件数　0件 継続して実施する 子ども家庭課

25
子ども発達支援事業
（子ども相談支援）

発達の遅れや心配がある子どもと保護者の相談に応
じる発達相談を行います。

発達相談件数　435件 発達相談件数　259件 継続して実施する
子ども発達支援セン
ター

26
子育て支援アプリによる情報発
信（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（３）「子
育て支援のネットワークづくり」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

1 フッ化物洗口 小学校でのフッ化物洗口を行います。
中止
（新型コロナウイルス感染拡大のた
め）

中止
（新型コロナウイルス感染拡大のた
め）

継続して実施する
健康推進課
学校教育課

2 性教育の充実
児童・生徒の発達段階に応じた性教育を、年間を通
して計画的に実施します。

児童・生徒の発達段階に応じた性教育
を、年間を通して計画的に実施します。

児童・生徒の発達段階に応じた性教育
を、年間を通して計画的に実施します。

継続して実施する 学校教育課

3
学校での喫煙・飲酒・薬物防止
教育の推進

日常の生徒指導、道徳や総合的な学習の時間で、保
健体育科など教科と関連付けしながら指導を行いま
す。

小学校高学年、中学校で計画的に
実施

小学校高学年、中学校で計画的に
実施

継続して実施する 学校教育課ほか

4 食に関する指導の推進
児童・生徒が生涯にわたり健康な生活を送ることがで
きるよう、学校給食、教科等を通して自ら健康につい
て考える力を育むため、食の指導の充実を図ります。

学校栄養教諭による食に関する指
導の実施

学校栄養教諭による食に関する指
導の実施

継続して実施する 学校給食センター

基本施策(2)　学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

5 乳幼児ふれあい体験の実施
生徒が保育所で乳幼児との交流を通して、子どもを
育てることの意義について理解を深めるよう、ふれあ
い体験を実施します。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

継続して実施する 公立保育園ほか

6
教育相談事業の推進
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

－ － － 学校教育課

7
青少年電話相談の実施
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

－ － － 学校教育課

1 調理実習の開催 保育所で児童に人気の給食メニューを実習します。 ― ―
地域子育て
支援センターほか

2 地産地消の推進
保育所給食に地元食材を多く取り入れ、地産地消を
普及します。

市内農家から、米、イチゴ、とうもろ
こしなどを購入し給食に使用

市内農家から、米、イチゴ、とうもろ
こしなどを購入し給食に使用

継続して実施する 子ども家庭課

3 親と子の食育事業の推進
親子で作物の収穫体験や圃場の見学、調理実習や
講義等を実施し食の大切さを普及します。

新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から開催中止。

新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から開催中止。
地産地消きたひろレシピを作成し、
小・中学生に配布する。

継続して実施する 農政課

4
食に関する指導の推進
（再掲）

基本目標２「母性と子どもの健康の確保と増進」の
（２）「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策
の充実」に掲載。

－ － － 学校給食センター

基本施策(3)　「食育」の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

5 妊娠期からの取組み
母子健康手帳交付時やマタニティスクール等の機会
を通じ、妊娠期の健康と適切な食生活について知識
の普及や相談、助言を行います。

母子健康手帳交付時の栄養リーフ
レット配布数273件
マタニティ講座栄養相談数8人

母子健康手帳交付時の栄養リーフ
レット配布数132件
マタニティ講座栄養相談数5人

継続して実施する 健康推進課

6 乳幼児健診等を通じた取組み

乳幼児健康診査や育児相談などで、成長に合わせた
栄養相談や『食』に関する情報提供を行います。
保護者に対し、『食』の知識の提供や技術的支援を行
います。
食育への関心を高めるために食育に関する講演会を
開催します。

乳幼児健診栄養相談延べ数957人 乳幼児健診栄養相談延べ数343人
乳児健診で離乳食体験（10月開始）

継続して実施する 健康推進課

1 マタニティマークの配布 妊娠届出時にマタニティマークを配布します。 配布数273人 配布数132人 継続して実施する 健康推進課

2 駐車場の確保
公共施設の駐車場に設置している身障者用駐車場
に妊産婦も優先して駐車できるようマタニティマーク
の看板を設置します。

市内公共施設に設置済み 市内公共施設に設置済み 継続して実施する 健康推進課ほか

3
育児交流の開催
（再掲）

基本目標2「母性と子どもの健康の確保と増進」の
（１）「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」に掲
載。

R元年度で事業終了 － － 健康推進課

4 事故防止の推進
乳児健診時に事故予防に関する知識普及啓発を行
います。

パンフレットの配布数289 人 パンフレットの配布数130人 継続して実施する 健康推進課

5
地域子育て支援センター運営
事業（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「地域子育て
支援拠点事業」に掲載。

－ － －
参事（子育て・学童
担当）

基本施策(4)　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

6
児童センターの運営
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の(3)子育
て支援のネットワークづくりに掲載。

－ － －
参事（子育て・学童
担当）

1 夜間急病センターの継続運営
市民が緊急時に安心して医療が受けられるよう急病
医療体制を確保します。

受診者　799人 受診者　474人 継続して実施する 健康推進課ほか

2 在宅当番医制の実施

内科と外科については、早朝・夕方の診療を行いま
す。
歯科については、休日等の急病医療の診療を行いま
す。

受診者　1,743人 受診者　1,048人 継続して実施する 健康推進課ほか

3
子ども医療費の助成
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の(5)「経済
的支援」に掲載。

－ － － 保険年金課

4
未熟児養育医療の給付
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(5)「経済
的支援」に掲載。

－ － － 保険年金課

1
乳幼児ふれあい体験の実施
(再掲)

基本目標2「母性と子どもの健康の確保と増進」の(2)
「学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充
実」に掲載。

－ － － 公立保育園ほか

基本目標　3　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備
基本施策(1)　次代の親の育成

基本施策(5)　小児医療の充実
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1
個に応じた多様な指導方法の
充実

習熟度別少人数指導やティーム・ティーチング（ＴＴ）
指導等を取り入れ、個に応じたきめ細かな指導を行
います。

全ての小中学校で実施 全ての小中学校で実施 継続して実施する 学校教育課

2
基礎を理解する指導計画の改
善・充実

基礎・基本の確実な定着のための指導方法の工夫・
改善を行います。

学校改善プランを策定し、指導方法
工夫・改善を実施

学校改善プランを策定し、指導方法
工夫・改善を実施

継続して実施する 学校教育課

3 英語指導助手（ALT）の活用
生きた語学教育を進めるため、英語指導助手を招致
し学校に派遣します。

小学校の外国語活動・外国語授業
及び中学校外国語授業にALTを活
用した授業時数を増やして充実を図
り、5人体制で実施

小学校の外国語活動・外国語授業
及び中学校外国語授業にALTを活
用した授業時数を増やして充実を図
り、5人体制で実施

継続して実施する 学校教育課

4 学校図書館活用事業

学校図書センターを配置し、小学校においては児童
図書の学校間巡回を行い、中学校においては学校図
書館が活性化されるよう、学校司書の配置を行いま
す。また地域まるごと読書支援モデル事業を実施しま
す。

「学校図書センター」を中心とし、ネット
ワークを活用した蔵書の有効活用を図
るとともに、中学校へ学校司書3人の配
置を実施。また、地域まるごと読書支援
事業の実施。

「学校図書センター」を中心とし、ネット
ワークを活用した蔵書の有効活用を図
るとともに、中学校へ学校司書3人の配
置を実施。また、地域まるごと読書支援
事業の実施。

継続して実施する
学校教育課（文化
課）

5 学校支援地域本部事業
担任のほかに授業補助員を配置し「よりわかる授業」
を展開します。

市立小中学校16校で年間3,200時間
を傾斜配分
年間で2,226時間、延べ561名を派遣

市立小中学校16校で年間3,200時間
を傾斜配分

継続して実施する 社会教育課

1 多様な体験活動機会の充実
自然に親しみ、情操や社会性を醸成する体験活動を
推進します。

小学校で調べ学習、中学校で職場
体験等を実施

小学校で調べ学習、中学校で職場
体験等を実施

継続して実施する 学校教育課

基本施策(2)　子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備
推進施策　ア　確かな学力の向上

推進施策　イ　豊かな心の育成
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2 地域交流事業の推進
地域の人材や素材などの授業への活用と地域との
交流を進めます。

授業補助員を派遣中 授業補助員を派遣中 継続して実施する 社会教育課

3
教育相談事業の推進
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ─ 社会教育課

4
青少年電話相談の実施
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ─ 学校教育課

5
不登校対策事業の推進
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ─ 学校教育課

6 子ども大使交流事業の推進

小中学生を対象とした東広島市との姉妹都市交流を
実施することで友好親善を深め、学習効果を還流し
ます。
また、平和を尊ぶこころを育てます。

新型コロナウイルスの影響により、例年
実施していた派遣事業については中
止。
代替案として、姉妹校間での姉妹都市
交流40周年記念メッセージ交換、オンラ
イン交流などを実施。

新型コロナウイルスの影響により、例年
実施していた派遣事業については中
止。
代替案として、姉妹校間でのオンライン
交流を実施。

継続して実施する 教育総務課

7 国際交流事業の実施
カナダ交流都市と青少年の派遣・受け入れの交流事
業を行います。

新型コロナウイルスの感染拡大につ
き、受入事業を中止
30周年記念事業兼市民交流事業
中止
パネル展　令和2年12月16日～20日
実施

新型コロナウイルスの感染拡大につ
き、派遣事業を中止

継続して実施する 社会教育課

8 道徳教育の充実
道徳教育の充実を図るための副読本の整備や教材
の開発を行います。

道徳教育の充実を図るための副読本の
整備や教材の開発を行う。

道徳教育の充実を図るための副読本の
整備や教材の開発を行う。

継続して実施する 学校教育課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

9 福祉読本の作成・配布
人権・福祉・総合教育のための福祉読本を作成し、児
童･生徒に配布して豊かな心の育成を図ります。

令和２年度から改訂になった福祉読
本活用、カリキュラムの確認、活用
案の作成を、文書にて確認

令和２年度から改訂になった福祉読
本活用、カリキュラムの確認、活用
案の作成を、文書にて確認

継続して実施する 学校教育課

10 社会科副読本の作成・配布
住んでいる地域を知ってもらうため小学3年生に社会
科副読本を配布し郷土学習を行います。

令和２年度から使用する社会科教
科書に沿って、今後の改定作業の
確認や電子書籍版の社会科副読本
の活用に対する実践的調査研究
を、副読本編集委員会を開催し確認
した。

令和２年度から使用している社会科
教科書に沿って、今後の改定作業
の確認や電子書籍版の社会科副読
本の活用に対する実践的調査研究
を、副読本編集委員会を開催し確認
した。

継続して実施する 学校教育課

11
図書館フィールドネット事業の
実施

図書館での読書まつりや絵本作り、本の読み聞かせ
など読書普及活動や、子ども映画上映などの文化活
動を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、大人数の集客が見込まれる事業
については中止。展示を中心とした事
業や絵本作り、少人数による本の読み
聞かせなどの読書普及活動を実施。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、大人数の集客が見込まれる事業
については中止。展示を中心とした事
業や絵本作り、少人数による本の読み
聞かせなどの読書普及活動を実施。

継続して実施する 文化課（図書館）

12 芸術文化活動の推進
演劇や映画鑑賞、音楽などにより、子どもの豊かな
心の育成に努めます。

ホールで演劇、音楽鑑賞を実施
そのほか、アウトリーチによる音楽
鑑賞等を実施

ホールで演劇、音楽鑑賞等を実施
そのほか、アウトリーチによる音楽
鑑賞等を実施

継続して実施する
文化課(芸術文化
ホール)

13 心の教室相談員の配置
小中学校に相談員を配置し、児童・生徒のストレス・
悩み・不安の解消と問題行動の抑制を図ります。

相談件数（延べ件数）
小学校196件　中学校404件（3月末
現在）

相談件数（延べ件数）
小学校82件　中学校227件（9月末
現在）

継続して実施する 学校教育課

1
体育・健康に関する指導の充
実

児童・生徒が心身ともに健康な生活を送るため、健康
や体力を育む指導の充実を図ります。

新体力テストを実施し、各学校にお
ける課題の分析と体力向上の取り
組みを推進した

新体力テストを実施し、各学校にお
ける課題の分析と体力向上の取り
組みを推進した

継続して実施する 学校教育課

2
スポーツ事業の推進
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ― 社会教育課

推進施策　ウ　健やかな体の育成
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

3
スポーツ少年団活動の支援
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ― 社会教育課

1 学校評議員制度の推進
学校が地域と一体となった特色ある教育活動を進め
るため、学校評議員制度の活用を図ります。

感染症対策として、書面会議及び行
事への参加の取りやめなど規模を
縮小した上で、会議を実施し、意見
を聴取した。

感染症対策として、書面会議及び行
事への参加の取りやめなど規模を
縮小した上で、会議を実施し、意見
を聴取する予定。

継続して実施する 学校教育課

2 開かれた学校づくりの推進
学校関係者評価委員による学校関係者評価を行い、
地域社会に対して、開かれた学校づくりを進めます。

学校関係者評価委員からの学校に
対する評価をもらい、その結果を
ホームページや学校だよりなどによ
り広報した

学校関係者評価委員からの学校に
対する評価をもらい、その結果を
ホームページや学校だよりなどによ
り広報した

継続して実施する 学校教育課

3 教職員研修の充実 教職員の研修を進め、資質向上を図ります。

新型コロナウイルス感染症の影響
により従来の集合体の研修から
Zoomによる形で各種研修を実施し
た。

新型コロナウイルス感染症の影響
により従来の集合体の研修から
Zoomによる形で各種研修を実施し
た。

継続して実施する 学校教育課

4
学校の適正規模・適正配置の
推進

教育効果の向上を図るため、市内小中学校の適正
規模・適正配置を推進します。

適正規模に関する基本方針に基づき、
適正規模化等の検討を行うための手法
等について、調査・研究を行う。

適正規模に関する基本方針に基づき、
適正規模化等の検討を行うための手法
等について、調査・研究を行う。
北広島市立小学校及び中学校通学区
域審議会の開催

継続して実施する
小中一貫・教育施策
推進課

5 学校図書館図書整備の推進 学校図書館の図書および書架等の充実を図ります。 小中学校の図書購入の実施
学校図書館の図書および書架等の
充実を図る。

継続して実施する
学校教育課（文化
課）

6 学校施設の整備
学校施設の整備、充実を図ります。(耐震化、大規模
改修)

大曲中学校校舎大規模改造工事、
大曲東小学校校舎大規模改造工事
の実施設計、東部・大曲・双葉・緑ヶ
丘小学校及び広葉中学校の非構造
部材耐震改修工事、西の里小学校
の非構造部材耐震改修工事の実施
設計、緑陽中学校校舎・講堂防音機
能復旧工事の実施設計などを実
施。

大曲東小学校校舎大規模改造工
事、西の里小学校の非構造部材耐
震改修工事、緑陽中学校校舎・講堂
防音機能復旧工事、西の里小学校
校舎防音機能復旧工事の実施設
計、西の里中学校校舎防音機能復
旧工事の実施設計などを実施。

継続して実施する 教育総務課

推進施策　エ　信頼される学校づくり
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1 幼・保・小連携推進事業
保育所、幼稚園等から小学校への円滑な移行のた
め連携強化を図ります。

幼保小連携交流会（学童クラブ指導員、
子ども発達支援センター職員参加）1回
（1回中止）
幼児教育の連携に関する懇話会 3回
幼保保護者会への小学校教員の派遣
8回
幼保小連携に関する講演会　中止
幼保小懇談会 中止
小学校教員による参観研修　中止

幼児教育の連携に関する懇話会の開
催　1回（書面開催）
幼保小連携交流会（学童クラブ指導員、
子ども発達支援センター職員参加）中
止
小学校教員による参観研修　中止

継続して実施する
小中一貫・教育施策
推進課

2
幼稚園における預かり保育事
業

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「一時預かり
事業」に掲載。

― ― ― 子ども家庭課

3 私立幼稚園の支援
幼稚園の教育活動の充実や教職員の資質向上を図
るため、幼稚園に教材費や研修費等の補助を行いま
す。

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施
交付件数 9施設

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施
交付件数 9施設

継続して実施する 子ども家庭課

4 幼稚園協会への支援
幼児教育や子育て支援サービスの充実などに向け、
私立幼稚園の連携や情報交換等の協会の活動を支
援します。

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施
協会会員数 9施設

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施
協会会員数 9施設

継続して実施する 子ども家庭課

5
私立幼稚園就園準備金の支給
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（５）「経
済的支援」に掲載。

─ ─ ─ 子ども家庭課

1
家庭教育に関する学習機会の
充実（公民館事業）

公民館における幼稚園、小学校等と連携した子育て
支援や家庭教育に関する学習会を開催します。

中央公民館で西の里・虹ヶ丘子ども
会と連携し、講座を実施50人参加

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

継続して実施する 社会教育課

推進施策　オ　幼児教育の充実

基本施策(3)　家庭や地域の教育力の向上
推進施策　ア　豊かなつながりの中での家庭教育への支援の充実
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2
ＰＴＡ連合会の支援
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― 継続して実施する 学校教育課

1 学校施設の開放
市民の健康維持及び体力向上に資するため、小中
学校体育館を開放し、スポーツ活動の場を提供しま
す。

小中学校14校で開放
小中学校13校で開放
（令和3年度は西の里小学校体育館
改修工事で使用不可）

継続して実施する 社会教育課

2
少年少女講座の開催
（公民館事業）

子どもたちのための学習・体験機会を提供します。 ― ― ─ 社会教育課

3
体育事業の推進
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ─ 社会教育課

4
スポーツ少年団活動の支援
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ─ 社会教育課

5
青少年健全育成連絡協議会の
支援（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― 継続して実施する 学校教育課

6
子どもと高齢者等の世代間交
流の推進（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

─ ― ─
公立保育園
参事（子育て・学童
担当）

7
社会教育事業による子供向け
講座の開催（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ─ 社会教育課

推進施策　イ　地域の教育力の向上
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

8
公民館事業による子ども向け
講座の開催（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ─ 社会教育課

9
図書館サービス提供事業
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ─ 文化課（図書館）

10
放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「放課後児童
健全育成事業（学童クラブ）」に掲載。

─ ― ─
参事（子育て・学童
担当）

11
放課後子供教室の開設
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

─ ― ─ 社会教育課

12
児童センターの運営
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（３）「子
育て支援のネットワークづくり」に掲載。

─ ― ─
参事（子育て・学童
担当）

13 生活困窮者学習支援
市内の中学生を対象に、学習の機会と場を提供し、
学習習慣の形成や学力の底上げを図ります。

対象：市内中学生
指導教科：数学、英語
時間：週1回、2時間程度（ほか夏
季、冬季講習を各10日間）
参加人数：22名(1年4名、2年12名、3
年6名)
講師：元教職員、大学生

対象：市内中学生
指導教科：数学、英語
時間：週1回、2時間程度（ほか夏
季、冬季講習を各10日間）
参加人数：26名(1年9名、2年7名、3
年10名)
講師：元教職員、大学生

継続して実施する 福祉課

14 子ども夢チャレンジ応援事業
将来に対する夢を叶えるために「今、チャレンジして
みたいこと」を募集し、市民、団体、企業、行政などの
支援により実現を図ります。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため事業中止

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため事業中止

継続して実施する 企画課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1 青少年健全育成に関する啓発 青少年の健全育成に関する啓発活動を推進します。
青少年健全育成大会の開催
青春メッセージの開催

青少年健全育成大会の開催
青春メッセージの開催

継続して実施する 学校教育課

2 巡視指導活動の実施
街頭指導活動により青少年の問題行動を未然に防
止します。

街頭指導、特別指導の実施 街頭指導、特別指導の実施 継続して実施する 学校教育課

3 環境浄化活動の実施
青少年の夜間徘徊が予想される施設や被害に遭い
やすい場所、危険な遊び場となりうる場所の調査や、
有害図書類の立ち入り調査等を実施します。

立入調査の実施
7月14日、7月16日、11月17日

立入調査の実施
7月13日、7月15日

継続して実施する 学校教育課

4
学校との連携
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― ─ 学校教育課

5
青少年健全育成連絡協議会の
支援（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の(4)「子ど
もの健全育成」に掲載。

― ― 継続して実施する 学校教育課

1 公営住宅の整備
ユニバーサルデザインなど居住環境の改善を図りま
す。

該当事業なし 該当事業なし 継続して実施する 建築課

1 通園路、通学路の点検
幼稚園、保育所、認定こども園、学校等を中心に児
童が日常的に集団で移動する経路等の安全確保に
向けた安全点検を行います。

通遠路、通学路の点検を実施 通遠路、通学路の点検を実施 継続して実施する
子ども家庭課
都市整備課
学校教育課

基本目標　4　子育てを支援する生活環境の整備
基本施策　(1)　良質な住宅および良好な居住環境の確保

基本施策　(2)　安全な道路交通環境の整備

基本施策　(4)　子どもを取り巻く有害環境対策の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2 通学路等歩道の整備
通学路等歩道を整備し、児童・生徒の登下校時の安
全を図ります。

輪厚三島線の歩道整備工事を実施 整備箇所なし 継続して実施する 都市整備課

3 冬期間の除雪の徹底
冬期間の児童・生徒の登下校時などの安全を図りま
す。

市の除雪基準を基に道路除雪を行
い、通学路の安全確保を実施

市の除雪基準を基に道路除雪を行
い、通学路の安全確保を実施

継続して実施する 土木事務所

4 交通安全標識等の整備
区画線、交通標識、カーブミラー等の交通安全施設
の整備を図ります。

区画線、交通標識、カーブミラー等の交
通安全施設の整備を図ります。

区画線、交通標識、カーブミラー等の交
通安全施設の整備を図ります。

継続して実施する 市民課

1 公共施設等のバリアフリー化
市の福祉環境整備要綱に基づき、エレベーター等人
にやさしい整備を進めます。

該当なし 該当なし 継続して実施する
施設担当課
建築課

2
子育て世帯に優しいトイレ等の
整備（ベビーキープ、広いス
ペースの確保）

市の福祉環境整備要綱に基づき、乳児用スペースの
確保を図ります。

該当なし 該当なし 継続して実施する
施設担当課
建築課

1
通学路等の街路灯（防犯灯）な
どの維持管理

街路灯を設置・維持管理する自治会等の団体に対
し、補助金を交付することにより、安全で安心な明る
いまちづくりを進めます。

街路灯の維持管理費及び設置費に
ついて、町内会等の維持管理団体
に対する補助を実施
維持費補助　128団体6,128灯
修繕費補助　  1団体1灯
設置費補助　26団体143灯

街路灯の維持管理費及び設置費に
ついて、町内会等の維持管理団体
に対する補助を実施
維持費補助　118団体5,615灯
修繕費補助　  1団体1灯
設置費補助　13団体75灯

継続して実施する 市民課

基本施策　(3)安心して外出できる環境の整備

基本施策　(4)　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

2
子どもの安全を守る子ども110
番の家等の推進

児童が不審者から声をかけられたり追いかけられた
りした場合、助けを求めて駆け込める家の設置を進
めます。

子どもＳＣ通信の情報を市内防犯協
会等に提供

子どもＳＣ通信の情報を市内防犯協
会等に提供

継続して実施する 学校教育課

3 地域の自主防犯活動の推進

地域の防犯協会や青色回転灯パトロール隊等の自
主防犯活動団体に対し、活動交付金を交付すること
により、児童・生徒の登下校時の見守り活動を推進し
ます。

市内防犯協会、青色回転灯パトロー
ル、防犯パトロール隊による見守り
活動を実施

市内防犯協会、青色回転灯パトロー
ル、防犯パトロール隊による見守り
活動を実施

継続して実施する 市民課

4 登下校時の安全対策
スクールガードリーダー等による学校施設、通学路等
の安全確認及び巡回指導を実施します。

スクールガードリーダーによる学校
巡回指導（適時実施）

スクールガードリーダーによる学校
巡回指導（適時実施）

継続して実施する 学校教育課

5 不審者情報の配信
子育て家庭や関係機関・団体等に、不審者情報を
メールやファクスで配信し、子どもの安全を確保しま
す。

　登録件数666台
子どもSC通信を関係団体にFAX送
信
　不審者情報の配信 14件
　情報提供の配信 3件（3月末現在）

　登録件数681台
子どもSC通信を関係団体にFAX送
信
　不審者情報の配信 8件
　情報提供の配信 3件（9月末現在）

継続して実施する 学校教育課

6
青少年健全育成推進委員会の
開催

青少年問題について関係機関を召集して役割確認
や適切な措置等の協議を行い、問題の早期解決を図
ります。

青少年健全育成推進委員会の開催 青少年健全育成推進委員会の開催 継続して実施する
学校教育課
ほか

1 交通安全教室の開催等
保育所や幼稚園、小中学校で児童・生徒に交通安全
教室を開催します。

保育園・幼稚園等　19回　1361人
小中高学校　19回　1,925人
町内会・地域　1回　 18人
老人クラブ　11回　153人
その他　1回　42人
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、一部で中止になっています

保育園・幼稚園等　2回　134人
小中高学校　48回　4,711人
町内会・地域　0回　 0人
老人クラブ　3回　41人
その他　0回
　※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、一部で中止になっています

継続して実施する 市民課

2 交通安全街頭指導
交通安全学童指導員及び交通安全指導員による街
頭指導を実施します。

街頭啓発（夏・秋・冬）
9回　延べ250人
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、一部で中止になっています

交通安全学童指導員による、登下
校時の街頭指導

街頭啓発（春・夏・秋）
16回　延べ564人
　※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、一部で中止になっています
交通安全学童指導員による、登下
校時の街頭指導

継続して実施する 市民課

基本施策　(5)子どもの交通安全を確保するための活動の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1
家庭児童相談・児童虐待相談
の充実

児童虐待の一元的な窓口として、児童相談所等と連
携し児童虐待に関する実情の把握や社会資源の情
報提供を行うほか、相談等への対応を行うとともに、
子ども家庭総合支援拠点を整備し体制強化を図りま
す。

延相談件数　4,191件
相談員による関係機関訪問の実施

延相談件数　2,080件
相談員による関係機関訪問の実施

継続して実施する。 子ども家庭課

2
青少年電話相談の実施
（再掲）

基本目標１「地域における子育ての支援」の（４）「子
どもの健全育成」に掲載。

― ― ― 学校教育課

3
心の教室相談員の配置
（再掲）

基本目標３「子どもの心身の健やかな成長に資する
教育環境の整備」の（２）「子どもの生きる力の育成に
向けた学校の教育環境等の整備」に掲載。

― ― ― 学校教育課

1
仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の啓発

固定的な性別役割分担意識の解消や仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進に向け、広く意
識の啓発を図ります。

各種啓発事業の実施
・男女共同参画週間パネル展 1回
・デートDV出前講座 1回
・女性法律相談 1回
・DV防止パネル展 1回

ワーク・ライフバランスに取り組む企
業に対し、その取り組みにかかった
費用の一部を助成。
(ワーク・ライフ・バランス推進事業助
成金)

各種啓発事業の実施
・男女共同参画週間パネル展 1回
・女性法律相談 1回
・DV防止パネル展 1回
・ワークライフバランスセミナー　１回

ワーク・ライフバランスに取り組む企
業に対し、その取り組みにかかった
費用の一部を助成。
(ワーク・ライフ・バランス推進事業助
成金)

継続して実施する
市民参加・住宅施策
課

2
ハローワーク等関係機関との
連携

関係機関と連携した雇用及び労働条件の改善の啓
発を行います。

地域職業相談室の運営
利用者延べ人数　　9,057人
就職件数　343件
労働条件相談「ほっとライン」や、最
低賃金等のポスター、パンフレット設
置による制度周知

地域職業相談室の運営（8月末現
在）
利用者延べ人数　4,106件
就職件数　　182件
労働条件相談「ほっとライン」や、最
低賃金等のポスター、パンフレット設
置による制度周知

地域職業相談室利用者
の就職件数は令和3年8
月末現在で151件であ
り、一定の需要がある
ため、継続して実施する
とともに、施設の利用増
加に向け、引き続き施
設周知を実施する。

商工業振興課

基本施策　(6)被害に遭った子どもの保護の推進

基本目標　5　職業生活と家庭生活との両立の推進等
基本施策　(1)　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

3
仕事と子育ての両立のための
広報・啓発

関係機関と連携し、労働基準法、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法等の周知を図ります。

広報、ホームページ、パンフレット等
を活用し、各種支援制度の周知を実
施。
また、市内400社を対象に例年実施
している労働事情調査において、
「ワーク・ライフ・バランス推進事業
助成金」のチラシを同封し、制度周
知を実施。

広報、ホームページ、パンフレット等
を活用し、各種支援制度の周知を実
施。
また、市内400社を対象に例年実施
している労働事情調査において、
「ワーク・ライフ・バランス推進事業
助成金」のチラシを同封し、制度周
知を実施予定。

今後も広く市内事業者
に対して周知を実施し、
制度活用を呼びかけ
る。

商工業振興課

1 子どもの権利擁護の普及啓発

虐待の防止、暴力や監護を著しく怠ること（ネグレク
ト）などが子どもに及ぼす悪影響等について、広報紙
や講演会等により、また関係機関等を通じて普及啓
発を行う。

関係機関、団体等との情報交換や
連携、広報啓発活動等を実施

関係機関、団体等との情報交換や
連携、広報啓発活動等を実施

継続して実施する 子ども家庭課

2
家庭児童相談・児童虐待相談
の充実（再掲）

基本目標４「子育てを支援する生活環境の整備と安
心の確保」の（６）「被害に遭った子どもの保護の推
進」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

3
要保護児童対策地域協議会の
運営

関係機関・団体等と連携し、要保護児童等に関する情報そ
の他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の
交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に
関する協議を行います。
また、一層の強化を図るため、専任の調整担当者の配置を
検討します。

個別ケース検討会議　11回
相談員による関係機関訪問の実施

個別ケース検討会議　7回
相談員による関係機関訪問の実施

継続して実施する 子ども家庭課

4 虐待の早期発見と予防
母子健康手帳の交付時や赤ちゃん訪問、乳幼児健
診等の機会を通じて、支援を必要とする家庭を早期
に発見し、支援を行います。

子育て検討会11回実施 子育て検討会　５回 継続して実施する 健康推進課

5
養育支援訪問事業
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「養育支援訪
問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者
による要保護児童等に対する支援に資する事業」に
掲載。

― ― － 健康推進課

基本目標　6　社会的支援を必要とする子どもなどへの取組みの推進
基本施策　(1)　児童虐待防止対策の充実
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

6
主任児童委員・民生委員児童
委員との連携

地域に密着した主任児童委員等の協力のもと連携体
制を強化し、虐待の早期発見や見守り、支援等を行
います。

要保護児童対策地域協議会代表者
会議（中止）
主任児童委員連絡調整会議への参
加（中止）

要保護児童対策地域協議会代表者
会議開催予定
主任児童委員連絡調整会議への参
加（中止）

継続して実施する 子ども家庭課

7
ハイリスク妊婦把握・支援（再
掲）

基本目標２「母性と子どもの健康の確保と増進」の
（１）「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」に掲
載。

― ― － 健康推進課

8
子ども虐待予防ケアマネジメン
ト事業

妊娠届出や赤ちゃん訪問、乳幼児健診等の機会を通
じて支援を必要とする家庭を早期に発見し、今後の
支援について、予防の観点から検討会を行います。

妊婦ケース検討35回94件
赤ちゃん訪問ケース検討35回51件
子育て検討会11回20件

妊婦ケース検討10回24件
赤ちゃん訪問ケース検討10回21件
子育て検討会5回9件

継続して実施する 健康推進課

9
養育者支援・保健医療連携シ
ステム（再掲）

基本目標２「母性と子どもの健康の確保と増進」の
（１）「切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」に掲
載。

病院からの情報提供数31件 病院からの情報提供数17件 継続して実施する 健康推進課

1
ひとり親家庭等医療費の助成
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － 継続して実施する 保険年金課

2
児童扶養手当の支給
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

3 母子・父子自立相談の実施
母子・父子自立支援員を配置してひとり親の抱える
問題の相談、助言を行います。

延相談件数　1,749件 延相談件数　655件 継続して実施する 子ども家庭課

基本施策　(2)　ひとり親家庭の自立支援の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

4
母子・父子・寡婦福祉資金の貸
付

母子及び父子並びに寡婦福祉法により、母子・父子・
寡婦福祉資金の貸付事務を行います。

貸付申請支援の実施
貸付件数　97件
（北海道実施事業）

貸付申請支援の実施
貸付件数　46件
（北海道実施事業）

継続して実施する 子ども家庭課

5 ひとり親家庭日常生活支援
支援が必要なひとり親家庭に家庭生活支援員を派遣
し、生活援助や子育て支援を行います。

支援員派遣　53回 支援員派遣　38回 継続して実施する 子ども家庭課

6
自立支援教育訓練給付金の支
給（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

7
高等職業訓練促進給付金の支
給（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

8
高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

9
保育料の軽減
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － － 子ども家庭課

10
保育及び放課後児童健全育成
事業利用への配慮

入所の判定に際して、基準点数を加算し、ひとり親家
庭の優先利用に配慮します。

ひとり親世帯への基準点数の加算
を実施

ひとり親世帯への基準点数の加算
を実施

継続して実施する
子ども家庭課
参事（子育て・学童
担当）
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1 障がいの早期発見と支援
乳児健康診査、1歳6か月児・3歳児健康診査、あそび
教室等の機会を通じて、早期発見と支援を行いま
す。

乳幼児健診発達相談実施件数　23
人

乳幼児健診発達相談実施件数　16
人

継続して実施する 健康推進課

2 障がい者相談支援事業

障がい児・者が自立した生活を営むことができるよ
う、障がい児・者、保護者または介護者の相談支援を
行う生活支援、就労支援、権利擁護（成年後見制度
利用や障がい者虐待）に関する相談業務等を実施し
ます。
また、北広島市障がい者自立支援協議会において、
相談支援事業の運営に関する協議や関係機関によ
るネットワークの構築等に関する協議を行います。

障がい者生活支援センター「みらい」
相談件数　11,126件
障がい者就労支援センター「めーでる」
相談件数　3,438件
成年後見制度市長申立0件
成年後見制度利用支援事業　報酬助成5件
障がい者自立支援協議会　全体会　2回、
生活支援部会　1回、
就労支援部会　1回、
こども支援部会　1回開催
精神障がいにも対応した地域包括ケアシス
テム構築プロジェクトチーム　4回

障がい者生活支援センター「みらい」
相談件数　5,819件
障がい者就労支援センター「めーでる」
相談件数　1,807件
成年後見制度市長申立0件
成年後見制度利用支援　1件
自立支援協議会　全体会　1回、生活支
援部会　1回、就労支援部会　1回、こど
も支援部会　1回開催
精神障がいにも対応した地域包括ケア
システム構築プロジェクトチーム　2回

継続して実施する 福祉課

3
子ども発達支援事業
（子ども相談支援）

基本目標２「母性と子どもの健康の確保と増進」の
（１）「切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策」に
掲載。
乳幼児から小学生までの発達相談のほか、障がい児
相談支援、地域の関係機関との連携業務など、家
族・地域を含めた専門的な支援を行います。

発達相談件数　　　　　　　　435件
障害児相談支援　　　　　　 625件
地域関係機関・家族支援　  192件

発達相談件数　　　　　　　　259件
障害児相談支援　　　　　　　254件
地域関係機関・家族支援 　103件

継続して実施する
子ども発達支援セン
ター

4
障がい福祉サービス・障がい児
通所支援事業

ヘルパーによる介護の実施、施設や事業所での就
労・作業・創作活動などの障がい福祉サービスを提
供します。
また、児童の療育などの障がい児通所支援のサービ
スを提供します。障がい児通所支援については、利
用者負担の助成を行います。

障がい福祉サービス等
支給決定障がい者数　724人
支給決定障がい児数　287人
障がい児通所支援利用者負担助成
助成対象児童　209人

障がい福祉サービス等
支給決定障がい者数　709人
支給決定障がい児数　263人
障がい児通所支援利用者負担助成
助成対象児童　182人

継続して実施する 福祉課

5
子ども発達支援事業（障がい児
通所支援）

発達に遅れや偏り、障がいのある児童を対象に、児
童発達支援、放課後等デイサービス（小学６年までの
肢体不自由児）、保育所等訪問支援、居宅訪問型児
童発達支援を実施します。

利用契約者数　100人（うち保育所
等訪問支援契約者 9人、居宅訪問
型児童発達支援契約者　3人）

利用契約者数　67人（うち保育所等
訪問支援契約者　10人、居宅訪問
型児童発達支援契約者　4人）

継続して実施する
子ども発達支援セン
ター

基本施策　(3)　障がい児施策の充実等
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

6
障がい児の通所交通費の助成
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

― ― ―
子ども発達支援セン
ター

7
特別な支援が必要な子どもの
受入推進

教育・保育施設等及び放課後児童健全育成事業（学
童クラブ）において、障がい児等特別な支援が必要な
子どもの受け入れを推進するとともに、受け入れにあ
たって子ども発達支援センター等の連携を図ります。
また、発達障がい等について理解を深めるための研
修機会等の確保に努めます。

障がい児等特別な支援が必要な受
け入れの推進

障がい児等特別な支援が必要な受
け入れの推進

継続して実施する

子ども家庭課
参事（子育て・学童
担当）
子ども発達支援セン
ター

8 障がい者地域生活支援事業

障がい児・者を対象に、施設や事業所で一時預かり
や入浴を行う日中一時支援、ヘルパーが付き添い外
出を支援する移動支援、重症心身障がい児・者を対
象に、訪問入浴車で自宅を訪問し、居室内で入浴
サービスを提供する訪問入浴サービスなどのサービ
スを提供します。

指定事業所数
日中一時支援 15事業所
移動支援 18事業所
訪問入浴サービス 2事業所

指定事業所数
日中一時支援 15事業所(9月末現
在)
移動支援 19事業所(9月末現在)
訪問入浴サービス 2事業所(9月末
現在)

継続して実施する 福祉課

9 特別支援教育の推進
発達障がいを含む特別な支援を要する児童・生徒へ
の個々に応じた支援を行うための体制の整備を行い
ます。

特別支援教育支援員23人配置
特別支援教育担当指導主事1名を
配置して特別支援の充実を図ってい
る

特別支援教育支援員23人配置
特別支援教育担当指導主事1名を
配置して特別支援の充実を図ってい
る

継続して実施する 学校教育課

10 特別支援学級介助員の配置
特別支援学級の児童・生徒の支援と円滑な運営のた
め介助員を配置します。

特別支援学級介助員15人配置 特別支援学級介助員15人配置 継続して実施する 学校教育課

11 私立幼稚園の支援
障がい児を受け入れている幼稚園に対し補助を行い
ます。

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施

補助金を継続して交付し、活動の支
援を実施

継続して実施する 子ども家庭課

12 移送サービス

一般交通機関の利用が困難な在宅の高齢者（要介
護４・５）及び障がい児・者（重度の下肢または体幹障
がい）に対し、医療機関・判定機関への移動手段を確
保することで、身体や精神的負担を軽減します。

利用登録者　99人
実利用者数  50人

利用登録者　97人(9月末現在)
実利用者数  40人(9月末現在)

継続して実施する 福祉課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

13
障がい者等交通費助成事業
（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

交付者数
タクシーチケット　892人
ガソリンチケット　628人

－ 継続して実施する 福祉課

14
障がい者コミュニケーション支
援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい者が日常生
活を円滑に行えるように意思疎通支援者（手話通訳・
要約筆記）の派遣、点字、声の広報の発行等を行い
ます。

手話通訳者派遣　17件
要約筆記派遣 0件

手話通訳者派遣　27件
要約筆記派遣 0件

継続して実施する 福祉課

15 障がい者医療的ケア支援事業

日常的にたん吸引や胃ろう管理などの医療的ケアを
必要とする在宅の重症心身障がい児・者について、
地域活動支援センターや日中活動を行う場所へ看護
師を派遣します。

利用者数　1人
利用回数　6回

利用者数　1人
利用回数　25回

継続して実施する 福祉課

16
重度心身障がい児（者）等の通
院交通費の助成（再掲）

基本目標1「地域における子育ての支援」の（5）「経済
的支援」に掲載。

－ － 継続して実施する 保険年金課

17
自立支援医療（育成医療）の給
付

身体に障がいのある児・者へ、自立した日常生活ま
たは社会生活を営むことができるよう、その障がいの
除去、軽減に必要な医療に要する費用の一部を助成
します。

利用人数8人 利用人数5人 継続して実施する 福祉課

18
補装具や日常生活用具等の給
付

身体障がい児・者の身体機能を補う補装具につい
て、購入や修理費用を給付します。
重度の身体障がい児・者の生活が円滑に行われるた
めの日常生活用具について、購入費用を給付しま
す。
重度の身体障がい児・者で所得税が非課税の方に、
生活動作を補う自助具について、購入費用を給付し
ます。

補装具：151件
日常生活用具：1,631件

補装具：83件
日常生活用具：843件

継続して実施する 福祉課

19 特別児童扶養手当等の支給

20歳未満の身体や知的に中度以上の障がいのある
児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給し
ます。
20歳未満で心身に重度の障がいがあり、日常生活に
おいて常に特別の介護を必要とする方に障害児福祉
手当を支給します。

特別児童扶養手当  97人
障害児福祉手当 30人

特別児童扶養手当  101人
障害児福祉手当 30人

継続して実施する 福祉課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

20 障がい者施設開放等支援事業
障がい児・者の閉じこもり予防と家族の負担軽減を図
るため、夏休み、冬休みの長期休暇時に障がい児・
者の活動の場を確保する費用の一部を助成します。

夏・冬：新型コロナウイルス感染拡
大により中止

夏：新型コロナウイルス感染拡大に
より中止

冬：未定

継続して実施する 福祉課

21 障がい者団体活動支援事業
障がい児・者の団体活動を活性化し、社会参加と自
立の促進を図るため、障がい者団体の活動を支援し
ます。

3団体 3団体 継続して実施する 福祉課

22 サポートファイル推進事業

支援が必要な子どもについて、ライフステージに応じ
た継続的な支援や保護者の負担軽減のため、保護
者等が成長の記録や支援内容を記載するサポート
ファイルを配布します。

11人に配布 6人に配布 継続して実施する 福祉課

1
外国人世帯への相談及び情報
提供の推進

外国人や国際結婚世帯などの子どもが教育・保育や
子育て支援等を円滑に利用できるよう、外国人子ども
及びその保護者への支援に努めます。

施設等と連携しながら外国人子ども
及びその保護者への支援に努めた

施設等と連携しながら外国人子ども
及びその保護者への支援に努めた

継続して実施する 子ども家庭課

2 情報提供の多言語化
子育てサイト等において多言語対応を推進し、外国
人世帯等が子育てに関する情報を把握できるよう努
めます。

多言語翻訳サービスを活用した情
報の発信

多言語翻訳サービスを活用した情
報の発信

継続して実施する 子ども家庭課

基本施策　(4)外国人幼児等への支援
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NO. 事業等名 事業の内容 令和2年度の取組み 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1
北広島市子どもの権利に関す
る推進計画の推進

北広島市子どもの権利に関する推進計画に基づき、
人権、福祉、保健、教育などの各部門と連携して事業
を推進します。

関係機関、団体等との情報交換や
連携、広報啓発活動等を実施

関係機関、団体等との情報交換や
連携、広報啓発活動等を実施

継続して実施する 子ども家庭課

2
北広島市子どもの権利に関す
る推進計画の評価と見直し

子どもの権利に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図るため、北広島市子どもの権利推進委員会
において進捗状況の評価、検証を行うとともに、計画
の見直しを図ります。

北広島市子どもの権利推進委員会
計4回開催

北広島市子どもの権利推進委員会
を開催予定

継続して実施する 子ども家庭課

1
子どもの権利に関する周知・啓
発活動

北広島市子育てサイトやパンフレット等を通じて、子
どもの権利に関する周知・啓発活動を推進します。

北広島市子育てサイトやパンフレッ
ト等を通じて、広報啓発活動等を実
施

北広島市子育てサイトやパンフレッ
ト等を通じて、広報啓発活動等を実
施

継続して実施する 子ども家庭課

2 子ども会議の開催

北広島市子ども会議を開催し、子どもの権利に関す
る児童・生徒への周知・啓発を図るともに、子どもの
権利に関する意見発表や提案を行う機会をつくりま
す。

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止

子ども会議を開催予定 継続して実施する 子ども家庭課

1 子どもの権利擁護事業

子どもの権利救済委員会と相談員による相談・救済
体制により、権利の侵害を受けた子どもの相談に応
じ、侵害された権利を回復するための支援を行いま
す。また、より相談しやすくなるよう、巡回子どもの権
利相談を行います。

子どもの権利救済委員会　計8回開
催
巡回子どもの権利相談　8月より計
16回実施

子どもの権利救済委員会　計3回開
催
巡回子どもの権利相談　計19回実
施（R3より新たに就学前の子どもと
保護者が利用する施設にも拡大）

継続して実施する 子ども家庭課

基本施策　(2)　子どもの権利についての広報・啓発活動の推進

基本施策　(3)　子どもの権利侵害への対応

基本目標　7　子どもの権利の保障の推進
基本施策　(1)　子どもの権利に関する施策の計画的な推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

1 食に関する学びの推進事業

学校給食や教科等の時間をとおして、児童生徒が
健康や正しい食に関する知識を学ぶため、食の指
導の充実を図るとともに、赤毛種米など北広島産の
食材を使用した学校給食の提供、郷土学習・地産地
消の推進に取り組みます。

学校栄養教諭による食に関する指
導の実施

継続して実施する 学校給食センター

2 小中一貫教育の推進

学習指導要領を基本として小中９年間の学びがつな
がることで、小学校の丁寧できめ細かな指導、中学
校のより専門性の高い授業展開等、それぞれの教
育効果を相乗的に高めます。

小中9年間で「連続した学び」を保障す
る一貫教育を推進し、学力や社会性な
どの「生きる力」の育成を図る。小中一
貫教育の取り組みの一層の充実を図
るため、小中一貫教育全国サミット開
催に向けた準備を進める。

継続して実施する
小中一貫・教育施策
推進課

3
個に応じた多様な指導方法の
充実
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「個に応じた多様な指
導方法の充実」に掲載。

－ － 学校教育課

4
社会科副読本の作成・配布
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「社会科副読本の作
成・配布」に掲載。

－ － 学校教育課

5
体育・健康に関する指導の充
実
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「体育・健康に関する
指導の充実」に掲載。

－ － 学校教育課

第8章「子どもの貧困対策計画」掲載各施策・事業の進捗状況

（令和3年9月末現在）

6 施策の展開

(1)子どもの育ちと学びへの支援

ア　子どもの育ちと学びの創出・充実
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

6
生活困窮世帯の子どもの学習
支援事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「生活困窮者学習支
援」に掲載。

－ － 福祉課

7
教育相談事業の推進
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「教育相談事業の推
進」に掲載。

－ － 学校教育課

8
子ども夢チャレンジ応援事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「子ども夢チャレンジ
応援事業」に掲載。

－ － 企画課

9
家庭教育に関する学習機会の
充実（公民館事業）
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「家庭教育に関する学
習機会の充実（公民館事業）」に掲載。

－ －
参事（子育て・学童
担当）

10 学校支援地域本部事業

学校を地域全体で支える体制を整え、地域住民等
の参画による学校支援を推進するため、長期休暇
中に学習会の実施を希望する小中学校にボランティ
アを派遣します。

社会教育課

1
保育料の軽減
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「保育料の軽減」に掲
載。

－ － 子ども家庭課

2
就学援助費の支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「就学援助費の支給」
に掲載。

－ － 学校教育課

イ　助成・給付金制度
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

9
学童保育料の減免
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「学童保育料の減免」
に掲載。

－ －
参事（子育て・学童
担当）

3
奨学金の支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「奨学金の支給」に掲
載。

－ － 学校教育課

4
高等学校入学準備金の支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「高等学校入学準備
金の支給」に掲載。

－ － 学校教育課

5
高校生の通学費助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「高校生の通学費助
成」に掲載。

－ － 企画課

6
児童生徒の通学費支援
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「児童生徒の通学費
支援」に掲載。

－ － 学校教育課

7
私立幼稚園就園準備金の支
給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「私立幼稚園就園準
備金の支給」に掲載。

－ － 子ども家庭課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

8 スポーツ大会出場費助成
予選大会を経て、全道、全国、国際規模のスポーツ
大会に出場する選手のサポート事業として、大会出
場費の一部を助成します。

全国規模の大会に出場する、1団
体、10個人に交付　400千円

継続して実施する 社会教育課

10 子ども未来応援事業
就学援助、生活保護、児童扶養手当を受給している
世帯で中学生の子どもの学習塾や習い事の費用を
助成します。

子ども未来応援事業補助金
交付件数　延べ137人
交付金額　延べ2,342,980円

継続して実施する 子ども家庭課

11
子ども未来応援基金創設の検
討

子どもの貧困対策計画に掲載されている各種事業
の財源を確保するため、寄付金を充当した子ども未
来応援基金の創設を検討します。

子ども未来応援基金の創設を検討 継続して実施する 子ども家庭課

1
児童センターの運営
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「児童センターの運
営」に掲載。

－ －
参事（子育て・学童
担当）

2
出張型ひろば事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「出張型ひろば事業」
に掲載。

－ － 子ども家庭課

3
放課後児童健全育成事業
（学童クラブ）（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「放課後児童健全
育成事業（学童クラブ）」に掲載。 － －

参事（子育て・学童
担当）

(2)子どもの居場所や経験など生活基盤の確保

ア　子どもの居場所づくり
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

4
放課後子供教室
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「放課後子供教室」に
掲載。

－ － 社会教育課

5
学校施設の開放
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「学校施設の開放」に
掲載。

－ － 社会教育課

6
子どもの居場所づくり推進事
業補助金

子ども食堂又は学習支援といった子どもの居場所づ
くりを推進するため、運営団体に補助金を交付しま
す。

子どもの居場所づくり推進事業補
助金創設の検討

継続して実施する 子ども家庭課

1
青少年問題行動対策
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「青少年問題行動対
策」に掲載。

－ － 学校教育課

2
シルバー子育てサポート事業
の推進
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「シルバー子育てサ
ポート事業の推進」に掲載。

－ － 地域子育て支援センター

3
夜間急病センターの運営
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「夜間急病センターの
継続運営」に掲載。

－ － 健康推進課

イ　安心できる社会体制
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

4
在宅当番医制の実施
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「在宅当番医制の実
施」に掲載。

－ － 健康推進課

5
青少年健全育成に関する啓発
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「青少年健全育成に関
する啓発」に掲載。

－ － 学校教育課

6
青少年電話相談の実施
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「教育相談事業の推
進」に掲載。

－ － 学校教育課

7
ひとり親家庭日常生活支援
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「ひとり親家庭日常生
活支援」に掲載。

－ － 子ども家庭課

8
母子・父子自立相談の実施
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「母子・父子自立相談
の実施」に掲載。

－ － 子ども家庭課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

9 ピロリ菌対策事業
将来的な胃がんリスクを抑制するため、中学３年生
を対象にピロリ菌検査を実施します。

一次検査　390人
二次検査　　10人

継続して実施する 健康推進課

1
仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の啓発
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の啓発」に掲載。 － －

市民参加・住宅施策
課

2
ハローワーク等関係機関との
連携
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「ハローワーク等関係
機関との連携」に掲載。

－ － 商工業振興課

3
仕事と子育ての両立のための
広報・啓発
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「仕事と子育ての両立
のための広報・啓発」に掲載。

－ － 商工業振興課

4
自立支援教育訓練給付金の
支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「自立支援教育訓練
給付金の支給」に掲載。

－ － 子ども家庭課

5
高等職業訓練促進給付金の
支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「高等職業訓練促進
給付金の支給」に掲載。

－ － 子ども家庭課

(3)自立に向けた支援
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

6
高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「高等学校卒業程度
認定試験合格支援事業」に掲載。

－ － 子ども家庭課

7 ジョブガイド北広島

市とハローワーク札幌東が共同で設置する本施設
において、職業紹介や職業相談などのサービスを無
料で行います。また、求人検索パソコンにより、簡単
に求人情報を検索できます。

商工業振興課

8 生活困窮自立支援事業
生活困窮者の複合的な課題に包括的に対応するた
め、相談支援や家計改善に関する支援、就労支援
などを一体的に行います。

新規相談件数　　137件
一時生活支援事業利用者数　　0人
家計改善支援事業利用者数　　17人
就労準備支援事業利用者数　　3人
住居確保給付金支給決定世帯数　　20
件

継続して実施する 福祉課

1
子ども医療費の助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「子ども医療費の助
成」に掲載。

－ － 保険年金課

2
未熟児養育医療の給付
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「未熟児養育医療の
給付」に掲載。

－ － 保険年金課

ア　医療に関する助成・給付

(4)特に配慮を要する子ども・世帯を支える取組の推進
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

3
ひとり親家庭等医療費の助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「ひとり親家庭等医療
費の助成」に掲載。

－ － 保険年金課

4
妊婦健康診査通院支援事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「妊婦健康診査通院
支援事業」に掲載。

－ － 健康推進課

5
入院助産の支援
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「入院助産の支援」に
掲載。

－ － 子ども家庭課

6
妊産婦健康診査費の助成
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「妊産婦健
康診査事業」に掲載。

－ － 健康推進課

7 新生児聴覚検査費の助成 新生児聴覚検査に係る費用を助成します。 助成数　59人 継続して実施する 健康推進課

1
児童扶養手当の支給
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「児童扶養手当の支
給」に掲載。

－ － 子ども家庭課

2
障がい児の通所交通費の助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「障がい児の通所交通
費の助成」に掲載。

－ －
子ども発達支援セン
ター

イ　生活に関する助成・給付
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

3
障がい者等交通費助成事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「障がい者等交通費助
成事業」に掲載。

－ － 福祉課

4
重度心身障がい児（者）等の通
院交通費の助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「重度心身障がい児
（者）等の通院交通費の助成」に掲載。

－ － 保険年金課

5
母子・父子・寡婦福祉資金の
貸付
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「母子・父子・寡婦福
祉資金の貸付」に掲載。

－ －
子ども家庭課（北海
道）

6 生活福祉資金の貸付
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい
者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指
し、様々な用途に応じた貸付事務を行います。

教育支援資金　3件　3,953千円
緊急小口資金　4件　335千円

特例
緊急小口資金　100件　19,450千円
総合支援資金　323件　178,346千
円

継続して実施する
北広島市社会福祉
協議会

7
ファミリー・サポート・センター
利用料助成
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「ファミリー・サポート・
センター利用料助成」に掲載。

－ －
地域子育て支援セ
ンター

(5)相談支援の整備・強化
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

1
地域子育て支援センター運営
事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「地域子育て支援セン
ター運営事業」に掲載。

－ －
地域子育て支援セ
ンター

2
子育て世代包括ケアシステム
「きたひろすくすくネット」
（再掲）

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「利用者支援
事業」に掲載。

－ －

健康推進課・
地域子育て支援セ
ンター

3
子ども虐待予防ケアマネジメン
ト事業
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「子ども虐待予防ケア
マネジメント事業」に掲載。

－ － 健康推進課

4
ファミリー・サポート・センター
事業
（再掲）

第5章　子ども・子育て支援事業計画の「子育て援助
活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）」
に掲載。

－ －
地域子育て支援セ
ンター

5
赤ちゃん訪問
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「乳児家庭
全戸訪問事業（赤ちゃん訪問事業）」に掲載。

－ － 健康推進課

6 乳幼児健康診査

乳児健康診査（3・6・10か月）、1歳6か月児健康診
査、3歳児健康診査を実施します。成長の節目とな
る時期に身体計測や小児科医の診察、各種相談な
どを行い、心身の異常の早期発見、発育・発達、家
族関係等を把握し、必要な支援を行います。

乳児健診　実285人　延　344人
1歳6か月児健診　受診実140人　延
146人
3歳児健診受診　実153人　延169人

継続して実施する 健康推進課

7
養育者支援・保健医療連携シ
ステム
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「養育者支援・保健医
療連携システム」に掲載。

－ － 健康推進課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

8
養育支援訪問事業
（再掲）

第５章　子ども・子育て支援事業計画の「養育支援
訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他
の者による要保護児童等に対する支援に資する事
業」に掲載。

－ － 健康推進課

9
心の教室相談員の配置
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「心の教室相談員の
配置」に掲載。

－ － 学校教育課

10
家庭児童相談・児童虐待相談
の充実
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「家庭児童相談・児童
虐待相談の充実」に掲載。

－ － 子ども家庭課

11
子どもの権利擁護の普及啓発
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「子どもの権利擁護の
普及啓発」に掲載。

－ － 子ども家庭課

12
児童館の整備、運営の充実
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「児童館の整備、運営
の充実」に掲載。

－ －
参事（子育て・学童
担当）

13
放課後児童健全育成事業の
役割
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「放課後児童健全育
成事業の役割」に掲載。

－ －
参事（子育て・学童
担当）

14
学校との連携
（再掲）

第６章　施策の総合的展開の「学校との連携」に掲
載。

－ － 学校教育課
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NO. 事業等名 事業の内容 令和3年度の取組み 評価と課題等 担当

（令和3年9月末現在）

15
気づきの相互連携ネットワーク
構築の検討

気づきから支援へ円滑につなげるために、子どもの
貧困対策に係る関係機関と相互連携していくネット
ワークの構築を検討します。

子ども食堂オンライン会議を実施
ネットワークの構築を検討

継続して実施する 子ども家庭課
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