
子どもがすこやかに育つ
（1）母子保健サービスの充実
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たまご 学級 （妊
婦・両親教室）

妊婦とその家族に対し、妊娠・出産に必要な健康管理、出
産の準備、子育てなどについての知識・技術を学ぶ。ま
た、父親の育児参加を目的に両親学級も開催し、充実を図
る。

子ども家庭課 参加者数の増加、産婦人科、公共機
関、市民団体との連携による情報提
供。

●学級参加者数　→　年100人以上 参加者数の増加、産婦人科、公共機
関、市民団体との連携による情報提
供。

妊婦とその家族に対し、妊娠・出産
に必要な健康管理、出産の準備、子
育てなどについての知識・技術を学
ぶ教室を実施した。

●たまご学級参加者数　→　１講座
あたりの参加者を15人以上に増や
す。

●たまご学級参加者数　→　延べ
195人(24回実施)、実人数62人、１
講座あたり8.1人
※沐浴教室69人(５回実施)
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妊婦健診 妊婦の健康状態、妊娠高血圧症候群、貧血などの発生状況
を把握するとともに、妊婦健診を行い、流早産の防止に努
める。

子ども家庭課 妊娠中の健康管理や異常の早期発
見。妊婦健診の受診促進、経済的負
担の軽減。

●妊婦健診受診率　→　85％ 妊娠中の健康管理や異常の早期発
見。妊婦健診の受診促進、経済的負
担の軽減。

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査
補助券（14回）を交付し、内容の説
明と受診を勧奨した。

●妊婦健康診査受診率　→　80%以
上

●妊婦健康診査受診率　→　85％
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産後ケア事業 出産後、助産院に母子ともに入院し、助産師による保健指
導や育児指導などのサービスの提供を行い、産後のケアに
努める。

子ども家庭課 サービスが必要な方への周知漏れが
ないようサービスの充実を図る。

妊娠期からフォローアップが必要な
妊婦に対して、教室や個別相談等で
周知を図る。

出産後、申請があった者に対し、助
産院に母子ともに入院し、助産師に
よる保健指導や育児指導などのサー
ビスの提供を行った。

◆利用件数　→　４件
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乳幼児健康診査 4か月児、7か月児、1歳6か月児、3歳児を対象に実施す
る。疾病の早期発見とともに年齢に応じた適切な育児指導
をとおして健康の保持、増進を図る。

子ども家庭課 病気や障がいの早期発見、適切な育
児指導、食育指導の充実。

●乳幼児健診受診率　→　全平均
95％以上

病気や障がいの早期発見、適切な育
児指導、食育指導の充実。

4か月児、7か月児、1歳6か月児、3
歳児を対象に実施する。疾病の早期
発見とともに年齢に応じた育児指導
を行った。

●乳幼児健康診査受診率　→　93％
以上

●乳幼児健康診査受診率
４か月健診受診率　→　97.0％
７か月健診受診率　→　97.3％
１歳６か月健診受診率　→　97.0％
３歳健診受診率　→　96.8％
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乳幼児健康診査で
の食育

食生活改善推進会などと協力して、離乳食・幼児食の展
示・試食・レシピ配布を行い、乳幼児とその保護者に対し
てバランスの取れた食事や郷土料理の提案をし、食生活の
充実を図る。

子ども家庭課 保護者の食生活に対する意識向上。
食育指導の充実

●乳幼児検診時の食育指導の実施
→　年72回

保護者の食生活に対する意識向上。
食育指導の充実。

食生活改善推進会などと協力して、
離乳食・幼児食の展示・試食・レシ
ピ配布を行い、乳幼児とその保護者
に対してバランスの取れた食事や郷
土料理の紹介を行った。

●乳幼児健康診査時の食育指導の実
施　→　年72回

●乳幼児健康診査時の食育指導の実
施　→　年72回
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母子健康手帳など
の交付

妊娠・出産・子育てなどに関する一貫した記録ができる手
帳を交付する。また、父性の育成のため父親向け育児パン
フレットも交付する。

子ども家庭課 妊娠、出産、子育てに関する情報の
提供。

妊娠、出産、子育てに関する情報の
提供。

子ども家庭課窓口で母子健康手帳・
父子健康手帳の交付を行った。

◆母子健康手帳交付数：812件
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妊産婦・新生児訪
問

妊産婦と新生児およびその家族に対し、母子訪問指導員
（助産師）、保健師および管理栄養士が訪問を行い、子育
ての不安の軽減や健康の保持、増進を図る。

子ども家庭課 生後４か月までの産後なるべく早い
時期での訪問実施。

●生後４か月まで訪問実施率　→
年95％以上

生後４か月までの産後なるべく早い
時期での訪問実施。

妊産婦と新生児およびその家族に対
し、母子訪問指導員（助産師）、保
健師および管理栄養士が訪問を行
い、子育ての不安の軽減や健康の保
持、増進に努めた。

●生後４か月まで訪問実施率　→
95％以上

●生後４か月まで訪問実施率　→
93.2％
（内訳）新生児訪問件数：670件、
乳幼児家庭全戸訪問件数：185件
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就学時健診 就学前（満5歳児）の健康診断にあわせて子どもの健康上
の課題や心身発達状況を把握し、特別な支援を必要とする
子どもやその保護者に対して、専門機関の紹介やアドバイ
スを行い、就学に向けての支援を行う。

教育政策課
子ども家庭課
発達支援センター

発達に支援を要する子ども達を適切
な場へつなぐ為の連携体制の強化。

発達に支援を要する子ども達を適切
な場へつなぐ為、健康づくり課、発
達支援センター、小学校が参画し連
携する。
健診開催13回程度に協力。

就学前（満5歳児）の健康診断にあ
わせて子どもの健康上の課題や心身
発達状況を把握し、特別な支援を必
要とする子どもやその保護者に対し
て、専門機関の紹介やアドバイスを
行い、就学に向けての支援を行なっ
た。
就学時健診を13回実施した。

●受診率を昨年度よりも向上させ、
100%を目指す。健診後、子どもの発
達相談、子育て相談には適切に対応
し、就学に向けた支援・連携を行
う。

●就学前（満5歳児）健診受診率
→　87.5％
（内訳）13回実施（大島含）、対象
者数：903人、受診者数：872人
★健診時相談者：74人
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発達相談事業 幼児期から中学生までの子どもとその保護者を対象に、発
達相談、必要時は発達検査・診査などを実施し、個人に
合った支援を図る。

発達支援センター 見込み数：年700件程度。 ●相談には100％対応し、個人にあ
わせた支援を図る。

センターへの相談にはすべて応じ、
支援に必要な連携調整を行う。

センターへの相談は100%受付けた。
必要な連携も全て実施した。

●相談総数1,700件程度。必要な連
携調整は2,000件程度

●【総合相談】相談総数：2,359
件。（窓口相談：22件、電話相談：
1,392件、個別面談：945）【相談後
の支援構築のための連携調整】
1,208件【保育所・幼稚園出前子育
て相談】20園実施。相談：12件
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救急法講習会 子育て講座で子育て中の保護者対象の救急法講習会を開催
したり、市内で活動する地域ボランティアの子育てサーク
ル活動などでの救急法の講習会への参加を促進する。

子ども育成課 ●講習会の実施　→　年1回
●救急法講習会参加者数　→　年50
人

救急法講習会を開催する。 救急法講習会を開催した。 ●講習会の実施　→　年１回
●救急法講習会参加者数　→　年50
人

●講習会の実施　→　年１回
●救急法講習会参加者数　→　年32
人

所　管　課 目標事業名（後期） 事業概要（後期計画）

基本方針1

事業
No

数値目標（H26まで） 平成24年度目標 平成24年度実績 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

1



（2）遊びの活性化　《重点施策》
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親子読書の推進 ブックスタート事業を行い、親子で絵本を開く時間を持つ
ことの意義について周知を図る。また、「えほんのへや」
で行っている乳幼児対象のおはなし会などを通して、絵本
やわらべうたを親子で楽しむきっかけ作りを行い、ブック
スタートのフォローアップを推進する。妊婦に対しても親
子読書の大切さを知らせるなど、情報提供を行う。

図書課
子ども家庭課
子ども育成課

母子手帳交付時（平成21年度より）
および４か月健診などにおけるブッ
クスタートの場の提供、その他関係
課と協力した効果的事業の推進。乳
幼児の保護者向け講座の実施。

●ブックスタート事業 →　年24回 ４か月健診時に図書課が養成した
ブックスタートボランティアと協働
でブックスタートを実施する。
大島地区については昨年に引き続き
協働化提案制度を活用して市民団体
との協働委託によりブックスタート
を実施。
フォローアップのため、０歳児・１
歳児対象の「赤ちゃんのおはなし
会」と、未就学児対象の「小さい子
のためのおはなし会」を開催する。
母子手帳交付時に啓発用パンフレッ
トを配布。
市民図書館及び子育て支援センター
で、図書課が作成した「赤ちゃんの
読書ノート（０～１歳児用）」を配
布。
「妊婦さんのおはなし会」を月１回
の予定で実施。

4か月健康診査時にブックスタート
ボランティアと協働（大島について
は協働委託）で817組の親子にブッ
クスタートを実施。
「赤ちゃんのおはなし会」を76回実
施、のべ1,912人参加。「小さい子
のためのおはなし会」を48回実施、
のべ1,429人参加。
母子手帳交付時に、図書館の利用や
読み聞かせの啓発、おすすめ絵本を
紹介するパンフレット「図書館はあ
なたの子育てを応援します！」を配
布。
読み聞かせの記録をつづる「赤ちゃ
んの読書ノート」を作成し、市民図
書館及び子育て支援センターで配
布。
「妊婦さんのおはなし会」を12回実
施、22人参加。

●ブックスタート事業 → 年24回
★ブックスタート実施率→4か月健
診受診者に100％実施

●ブックスタート事業 → 年24回
（別途、大島で年４回実施）
★ブックスタート実施率 → 100％
（4か月健診受診者：819人）
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子どもの遊び場の
整備
（ハード整備）

保育所、幼稚園、学校、市民活動交流館（メイトム宗
像）、コミュニティ・センター、公園などのさまざまな地
域の施設を活用し、キッズルーム、子育てサロン、子育て
広場としての整備を推進する。また、公園の植栽管理およ
び遊具など公園施設の維持補修を行う。

子ども育成課
コミュニティ課
維持管理課

子育てサロンの維持および充実。コ
ミュニティ・センター整備に合わせ
て全てのコミセンに整備する。設備
に不備のないよう良好な維持管理に
努める。

●子育てサロン開所数　→　19か所
●コミュニティ・センター内のキッ
ズルームの設置数　→　H26　８か
所

公園の植栽管理および遊具など公園
施設の維持補修を行う。
河東コミセンにキッズスペースを整
備。
自由ヶ丘コミセンにキッズコーナー
を設計。
子育てサロンを開催する。

公園の植栽管理及び遊具など公園施
設の維持管理を行った。
子育てサロンを開催した。
河東コミセンにキッズスペースを整
備完了(河東)
自由ヶ丘コミセンにキッズコーナー
を設計完了(自由ヶ丘)

●子育てサロン開所数　→　18か所
★河東コミセンにキッズスペースを
整備。
★自由ヶ丘コミセンにキッズコー
ナーを設計。

●子育てサロン開所数　→　18か所
★河東コミセンにキッズスペースを
整備完了
★自由ヶ丘コミセンにキッズコー
ナーを設計完了
◆公園のブランコの修理等163件の
補修を行った。
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遊びの啓発 子どもは遊びを通して豊かな想像力と個性を育て、さまざ
まな人々との交流を通して社会的な生き方を体得してい
く。遊び場づくりへの社会全体の理解を深めるとともに、
あらゆる機会を通して遊びの必要性について啓発に努め
る。

子ども育成課 ●講演会の実施　→　年1回
●参加者数　→　1回当たり100人

「子どもまつり」の中で、親子でお
もちゃ作りの体験や遊びの体験をさ
せる。

11月24日にプレーパーク講演会、11
月25日にプレーパークを市民団体と
共催し、遊びに関する啓発を行っ
た。
子ども会全体研修会を開催した。

●講演会の実施　→　年１回
●参加者数　→　１回当たり100人

●講演会の実施　→　年２回
●参加者数　→　延べ74人（プレー
パーク講演会２部構成）
●参加者数　→　77人（子ども会全
体研修会）
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子育て支援ボラン
ティアの活用

子育てサロン、子育て広場などで遊びを通して子ども同
士・親同士の交流を促進する子育て支援ボランティアを養
成し、活用を図る。

子ども育成課 子育て支援ボランティア・フォロー
アップ講座の開催。

●講座の開催　→　年1回
●参加者数　→　年50人

子育て支援ボランティアの資質向上
のためフォローアップ講座開催す
る。

子育て支援ボランティアの資質向上
のためフォローアップ講座開催し
た。

●講座の開催　→　年１回
●参加者数　→　50人

●講座の開催　→　年２回
●参加者数　→　31人
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小・中・高校生の
居場所づくり
（ソフト整備）

小・中・高校生が気軽に自由に集まり、各種スポーツや遊
びを通して交流ができる場の整備を推進する。中高生に対
しては、市内各所の居場所の情報を提供し、自らが居場所
を選択できるようにする。また、スポーツを通じて交流が
できる「総合型地域スポーツクラブ」設立を推進する。

子ども育成課
コミュニティ課
市民活動推進課

市内全域に居場所を設置。「総合型
地域スポーツクラブ」設立準備委員
会の設立。

●居場所情報の提供　→　年1回
●「総合型地域スポーツクラブ」モ
デル地区での実施　→　平成22年度

コミュニティごとに、コミュニティ
広報紙やＨＰを活用して、子どもの
居場所に関連するコミュニティ施設
（図書コーナー、キッズコーナー、
学習コーナーなど）を紹介する。
コミュニティで小・中・高生に居場
所情報を提供する。また、小・中・
高校生の居場所づくりが進むよう
に、関連会議等で情報提供を行う。
南郷地区コミュニティに「総合型地
域スポーツクラブ」を設立し、プレ
事業を開始する。
新たな総合型地域スポーツクラブモ
デル地区を選定する。

コミュニティごとに、コミュニティ
広報紙やＨＰを活用して、子どもの
居場所に関連するコミュニティ施設
（図書コーナー、キッズコーナー、
学習コーナーなど）を紹介した。
小・中・高校生の居場所づくりが進
むように、関連会議等で情報提供を
行った。
南郷地区コミュニティに「総合型地
域スポーツクラブ・南の郷クラブ」
を７月に設立し、プレ事業を開始し
た。
事務局長会議、部会長会議などで、
居場所情報を提供した。

●居場所情報の提供　→　年１回
●総合型地域スポーツクラブを７月
に設立し、８月からプレ事業を開始
する。
クラブ運営委員会の毎月開催。
★新たな総合型地域スポーツクラブ
のモデル地区１地区の選定を行う。
★コミュニティ広報紙、ＨＰによる
子どもの居場所施設の紹介　→　年
1回以上×12地区

●居場所情報の提供　→　年１回
●総合型地域スポーツクラブを７月
に設立し、９月からプレ事業を開始
した。
クラブ運営委員会の毎月開催を実
施。
★新たな総合型地域スポーツクラブ
のモデル地区の選定については、南
郷地区の運営状況をみてから選定す
ることとなった。
★市広報紙、ＨＰによる子どもの居
場所施設の紹介　→　年１回×12地
区
★コミュニティ広報紙等を活用し、
子どもの居場所づくりに関する情報
を、各地区年１回以上提供した。
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コミュニティを中
心とした居場所づ
くりの推進

コミュニティ運営協議会と協働で、自治公民館やコミュニ
ティ・センターなどを活用し、子どもの異年齢交流や遊
び、体験活動などができる子どもの居場所づくり事業を推
進する。

子ども育成課
コミュニティ課
市民活動推進課

平成22年度からモデル地区での実施
をはじめ、随時事業化を図る。

●居場所づくり事業の実施　→
1312地区

全地区コミュニティが、子どもの居
場所づくり委託料を活用する。
12地区のコミュニティが子どもの居
場所づくり委託料を活用する。

新たに大島地区が取り組んだが、玄
海地区がコミュニティ合併初年度と
いうこともあり活動を縮小したた
め、11地区が委託料の活用をした。
子どもが安全安心に過ごせる居場所
の設置が推進された。

●居場所づくり事業の実施　→　11
地区以上

●居場所づくり事業の実施　→　11
地区

17

子育てサークルの
育成

遊びやスポーツ、文化的な活動を通して、子どもの健全育
成活動を行うサークルに対し、支援を行うとともにボラン
ティアを育成する。

子ども育成課 子育てに関する情報の共有。 ●連携会議の開催　→　年3回 子育て関係機関連携会議を開催し情
報交換を行う。

子育て関係機関連携会議を２回開催
し、情報交換を行った。

●会議の開催数　→　年２回
★宗像市子育て関係機関連携会議組
織団体　→　12団体

●会議の開催数　→　年２回
★宗像市子育て関係機関連携会議組
織団体　→　12団体

所　管　課 目標事業名（後期） 事業概要（後期計画）
事業
No

数値目標（H26まで） 平成24年度実績平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

2



（3）体験活動の推進　《重点施策》

18

幼児の体験活動へ
の支援

保育所、幼稚園における幼児のさまざまな体験活動を推進
する。

子ども育成課 体験活動実施を全保育所・幼稚園で
行う。

全保育所・幼稚園において、体験特
別事業を実施する。

保育所・幼稚園での体験事業・地域
活動事業を支援する。

★認可保育所　全11園実施
★幼稚園　全８園実施

★認可保育所　全11園実施
★幼稚園　全８園実施

19

夏休み子ども（親
子）料理教室

コミュニティ運営協議会や食生活改善推進会と協力して、
夏休み期間中に、食進会各支部主催で小学生対象に料理教
室を行い、小学生（とその保護者）の食への関心を高め、
調理技術を身に付けさせる。

子ども家庭課 教室後、小学生が家で料理をする機
会が増えるような内容にする。

●料理教室の開催　→　年９回以上 小学生が料理に関心を持ち、家庭で
料理をする機会が増えるような内容
にする。

食生活改善推進会の独自事業でコ
ミュニティと学童と一緒に子どもわ
くわくクッキングを実施した。

●料理教室の開催　→　年８回以上 ●料理教室の開催　→　年25回

20

料理名人育成塾 学校給食会と協力して、小学生に調理体験をさせること
で、食への関心を高め、調理技術を身に付けさせる。

学校管理課 子どもたちが自ら料理に関心を持
ち、互いに協力しながら楽しく調理
を学ぶことで望ましい食生活をおく
るための基礎と実践力が養われるよ
うにする。

●塾参加者数　→　年60人（市内小
学生）

子どもたちが自ら料理に関心を持
ち、互いに協力しながら楽しく調理
を学ぶことで望ましい食生活をおく
るための基礎と実践力が養われるよ
うにする。

女子51人、男子18人が、調理実習を
通してバランスのとれた食事につい
て学んだ。

●塾参加者数　→　年65人（市内小
学生）

●塾参加者数　→　年69人（市内小
学生）

21

農業体験・食品加
工体験

地域の生産者と連携し、小学校において、栽培体験やみそ
作り体験などをすることで、食への関心を高め、郷土愛を
育む。

学校管理課 地域生産者などとの食農体験を通し
て、食への関心や郷土愛を育む。

●体験活動の実施　→　市内小学校全
校で年１回以上

地域生産者などとの食農体験を通し
て、食への関心や郷土愛を育むため
の体験活動の推進を図る。

市内全小学校で、野菜栽培などの農
業体験を行った。

●体験活動の実施　→　市内小学校６
校で実施

●体験活動の実施　→　市内全小学校
15校

22

小学校宿泊体験 異学年や同学年での共同生活や学習体験を行い地域・住
民・保護者や学生と関わる力や集団マナー、基本的なマ
ナー、基本的な生活習慣の育成を図る。今後の方向性とし
ては、小中一貫教育の中学校区による小・小間の交流とす
ることで、中学校進学への不安の解消を図る。

教育政策課 ●小学校宿泊体験実施年度　→　毎
年度

異学年や同学年での共同生活や学習
体験を行い地域・住民・保護者や学
生と関わる力や集団マナー、基本的
なマナー、基本的な生活習慣の育成
を図る。

主に市内の小学５年生の児童が異学
年や同学年での共同生活や宿泊学習
体験を行い、地域・住民・保護者や
学生と関わる力や集団マナー、基本
的なマナー、基本的な生活習慣を学
んだ。

●小学校宿泊体験実施学校数　→
市内の15小学校全校の実施

●小学校宿泊体験実施学校数　→
市内全小学校15校

23

中学生の職場体験
（ワクワクＷＯＲ
Ｋ）

生徒が体験を通して自分の将来を考える契機となるよう、
事前・事後学習の充実を図り、市内事業者などの協力を得
て、職場体験を実施する。

教育政策課 ●職場体験参加者数　→　市内７中
学校の２学年生全員参加。

５日間の職場体験活動、事前学習、
事後学習等を通じて、将来の夢や自
分の適性について考察する契機と
し、望ましい勤労観・職業観を育
み、学習意欲や社会性の向上を図
る。

７中学校の２年生867人が、市内の
234事業所の協力を得て、５日間の
職業体験を行った。生徒は各事業所
に通勤し、｢仕事｣をすることで社会
の厳しさや人間関係の重要さ、挨拶
や礼儀の大切さを体験学習した。

●職場体験参加者数　→　市内７中
学校の２学年生全員参加

●職場体験参加者数　→　市内全中
学校７校の２学年生867人参加

24

通学合宿の実施 子ども達が日常の家庭生活から離れ、家庭の大切さを認識
するとともに、異年齢との集団生活、自然体験などを通し
て、心豊かでたくましく生きることの出来る社会性や道徳
性、基本的な生活習慣を養う。

子ども育成課 ●通学合宿の実施　→　年２回
●通学合宿参加者数　→　年40人

子どもたちが連帯性・協調性・自主
性・自主自立性・忍耐力等を養い心
豊かにたくましく生きることのでき
る資質や能力を育成するため通学合
宿を実施する。

田久地区と三郎丸地区において通学
合宿を実施した。

●通学合宿の実施　→　年２回
●通学合宿参加者数　→　年40人

●通学合宿の実施　→　年２回
●通学合宿参加者数　→　年32人
（内訳）田久　→　20人、三郎丸
→　12人

25

育児体験事業 中学生を対象に授業の一環として、赤ちゃんに触れ、子育
ての大切さ、命の大切さを学ぶ思春期体験学習の実施を推
進する。

子ども育成課
子ども家庭課

育児体験事業を行う場所が増えるよ
うに努める。

●育児体験事業実施校数　→　３中
学校

妊婦体験教室を希望する中学校が増
えるよう広報による周知を行う。

中学生を対象に家庭課授業の一環と
して、命の大切さを学ぶ妊婦体験教
室を実施した。
子育てサロンは３中学校で実施。

●育児体験事業実施校数　→　２中
学校

●育児体験事業実施校数　→　１中
学校
（内訳）河東中学校３年生の全生徒
を対象に実施。

所　管　課 目標事業概要（後期計画）事業名（後期）
事業
No

数値目標（H26まで） 平成24年度実績平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（4）いじめや虐待の防止

26

いじめ防止活動の
推進

小学校や中学校で、いじめ対応マニュアルに基づいた、い
じめ防止の取り組みを行う。

教育政策課 ●いじめ発生件数　→　年０件 各小中学校におけるいじめ総合対策
に基づいた取組実施と教育委員会に
よる実施状況の随時確認。いじめ撲
滅に向けた緊急メッセージとして１
０月初旬に全児童生徒にチラシを配
布するとともに、市民に向けて回覧
板にて発信。

●いじめ発生件数　→　０件 ●いじめ発生報告件数　→　７件

27

児童虐待防止活動
の推進

児童に対する最も重大な権利侵害である児童虐待の未然防
止、早期発見、早期対応を図るため、関係機関や団体との
連携強化と啓発活動を推進する。

子ども家庭課
教育政策課
子ども育成課
保健福祉政策課

関係機関連携強化、迅速な対応に努
める。
啓発推進。

●児童虐待防止講演会の開催　→
年１回

関係機関の連携強化により、早期発
見、早期対応を行うなど、迅速な対
応に努める。
予防と早期発見のため、啓発活動を
推進する。
児童虐待の未然防止のため、主任児
童委員が乳児家庭を訪問し、相談対
応や情報提供等を行う。

家庭教育学級第2回実践交流会にお
いて虐待についての講演会を実施し
た。
要保護児童対策協議会の運営を通じ
て、関係機関の連携を図り、児童虐
待の早期発見、対応を行った。
幼稚園教諭、保育士、学童保育指導
員、主任児童委員を対象とする児童
虐待防止についての研修会を実施し
た。
児童虐待防止講演会を開催した。
主任児童委員が乳児家庭を訪問し、
児童虐待の未然防止のため、相談対
応や情報提供等を行った。

●児童虐待防止講演会の開催　→
年１回（11月に開催）

●児童虐待防止講演会の開催　→
年１回（11月に開催）

28

子どもの人権教育
の推進

子どもの人権が侵害されることのないよう、さまざまな教
育の機会を通して、子どもの権利条約の啓発に努めるな
ど、人権への正しい理解と認識の向上に努める。
また、市内小中学校に人権作文・ポスター・標語の提出を
お願いし、人権作文集を作成し学校および全戸配布し啓発
し啓発に役立てていく。

人権対策課
子ども育成課
教育政策課
福祉課

関係課が連携した市民啓発の推進。 ●街頭啓発活動　→　年２回
●コミュニティのイベントでの啓発
活動　→　年２か所
●講演会　→　年１回

子どもの権利に関する啓発活動を行
う。
小中学校対象の人権教室･人権映画
上映会の開催。コミュニティのイベ
ントに参加（２か所）。人権講演会
の開催。

市広報誌15日号で子ども基本条例の
啓発を行った。
11月20日の子どもの権利の日にＪＲ
３駅で街頭啓発を行った。
子ども基本条例パンフレットの大人
版を全戸配布、子ども版を学校を通
じて全小中学生に配布した。
民生委員会、ＰＴＡ会長会、コミュ
ニティ青尐年部会などで子ども基本
条例の啓発を行った。
子どもまつりや市民活動交流まつり
で子ども基本条例の啓発を行った。
子どもの権利に関する啓発活動を行
う。
小中学校対象の人権教室･人権映画
上映会の開催した。コミュニティの
イベントに参加（２か所）した。人
権講演会を開催した。

●街頭啓発　→　年２回
●コミュニティのイベントでの啓発
活動　→　年２か所
●講演会　→　年１回
★人権教室・映画上映会→申込学校
★広報紙への掲載　→　年11回

●街頭啓発　→　年３回実施
（内訳）人権　→　年２回、子ども
の権利　→　年１回
●コミュニティのイベントでの啓発
活動　→　年２か所（日の里・赤間
コミュニティで実施）
●講演会　→　年１回（７月に実施
参加者630名）
★人権教室→小学校７校
★映画上映会→小学校８校・中学校
２校
★広報紙への掲載　→　年11回

（5）障がいのある子ども・適応に不安のある子どもへの支援

29

幼稚園・保育所に
おける障害児保育
の推進

障がい児の受入れを推進するため、保育所および幼稚園へ
の一部経費の補助を行う。また、障がいに応じた適切な保
育を実施するため、保育所・幼稚園職員の研修を充実さ
せ、資質の向上を図る。

子ども育成課 ●障がい児受入れ施設数　→　市内
20か所（保幼全園）

全保育所・幼稚園に対し障害児の保
育を推進し、障害児の教育の振興、
処遇の向上を図る。

全保育所・幼稚園に対し障害児の保
育を推進し、障害児の教育の振興、
処遇の向上を図った。
平成23年度から発達障害等支援対策
補助金を交付し拡充した。

●障がい児受入れ施設数　→　市内
20か所（保幼全園）

●障がい児受入れ施設数　→　市内
20か所（保幼全園）

30

障害児通園事業
「のぞみ園」

市内在住で、発達に支援が必要な未就学児とその保護者を
対象に通園による指導・訓練を行う。

発達支援センター 療育の必要が判断され、利用希望が
あればすべて利用に応じる。

利用希望者100%すべて利用に応じ
る。

利用希望者100%すべて利用に応じ
た。

★利用希望者100%すべて利用に応じ
る。

★利用実人数　→　117人
★延べ利用者数　→　2855人

31

障害児の遊び・体
験サポート

障がい児のサポートをしている市民活動団体に対して支援
を行う。

市民活動交流室
発達支援センター
福祉課

障がい児のサポートをしている市民
活動団体に人づくりでまちづくり事
業補助金などを活用して、支援を行
う。

障がい児のサポートをしている市民
活動団体に運営面や財政的な支援を
行う。
必要に応じて協議を行う。

人づくりでまちづくり事業補助金な
どを活用できる体制を取っていた
が、申請はなかった。
市民自主支援団体とは適宜協議し
た。

★支援団体数　→　１団体 ★支援団体数　→　０団体

平成24年度目標 平成24年度実績目標

事業概要（後期計画） 所　管　課

所　管　課事業名（後期） 事業概要（後期計画）

事業名（後期）

事業
No

事業
No

目標 数値目標（H26まで）

数値目標（H26まで）

平成24年度実績平成24年度目標 平成24年度数値目標

平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

平成24年度数値実績
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32

発達障害に関する
研修・啓発事業

発達障がい児に適切に対応できるよう知識・技術の指導を
行うため、保育所・幼稚園などの職員対象の専門研修を開
催するとともに巡回相談を実施する。また、発達障がいが
あっても地域で安心して生活できるよう広く市民に啓発す
る。
学校においても、心の教室相談員・特別支援教育コーディ
ネーター、特別支援学級担当者に対して、教育相談の共通
理解、コーデネーターとしての実践的指導力の向上や特別
支援学級担任としての資質の向上を図るため研修を実施す
る。

発達支援センター
教育政策課
福祉課

啓発は、研修会の講師依頼には全て
応じる。

●発達支援コーディネーター研修：
４回実施
●市内保育所・幼稚園全体研修の実
施　→　年２回
●巡回相談の実施　→　年50回
●発達支援センター主催の市民向け
講演会の開催　→　年１回
●その他、市民や教育機関などから
要請があればすべて応じる。

特別支援教育コーディネーター、特
別支援学級担当者、通級指導教室担
当者者に対し研修を実施し、実践的
指導力の向上や資質の向上を図る。
発達支援コーディネーター、保育
所・幼稚園などの職員への全体研修
を実施し実践的指導力の向上に努め
る。また市民の自主支援団体活動を
育成・支援し共に啓発に努める。そ
の他講師依頼にはすべて応じる。

特別支援学級担当者に対し研修を実
施し、実践的指導力の向上や資質の
向上を図った。
予定した研修・啓発、保育所・幼稚
園の研修、市民講演会の開催など全
て予定どおり実施できた。

●発達支援コーディネーター研修
→　２回実施
●市内保育所・幼稚園全体研修の実
施　→　年２回
●巡回相談の実施　→　年50回
★特別支援教育コーディネーター、
特別支援学級担当者研修　→　年４
回
●発達支援センター主催の市民向け
講演会の開催　→　年１回
●その他、市民や教育機関などから
要請があればすべて応じる。

●発達支援コーディネーター研修
→　２回実施、38名参加
●市内保育所・幼稚園全体研修の実
施　→　年２回、277名参加
●巡回相談の実施　→　年４回、
580件
●発達支援センター主催の市民向け
講演会の開催　→　年１回、148名
参加
★小学校就学への連携 →　167件
★特別支援教育コーディネーター、
特別支援学級担当者研修　→　年４
回

33

発達障害児に関す
る支援
（発達支援連携協
議会）

発達障がい児（ＬＤ・ＡＤＨＤ・広汎性発達障害など）に
対し、関係部署が連携し、必要に応じて適切な支援を行
う。
また、発達支援に関係する部署が常に連携調整を行う。年
２回以上は教育部・健康福祉部で連携協議会において方向
性を協議し支援推進を行う。
発達支援事業の向上・充実のため、発達支援センター運営
協議会を設ける。

発達支援センター
教育政策課
福祉課
子ども家庭課
子ども育成課

早期発見・支援、保護者の不安解消
に努める。
関係部署は必要時随時連携を行う。

●教育部・子ども部の連携協議会開
催　→　年２回以上

支援に必要な庁舎内外関係部署とは
必要時随時連携を行う。
教育部と子ども部の連携調整につい
ては、担当レベルや部レベルの調整
を適宜行う必要がある。

支援に必要な庁舎内外関係部署とは
必要時随時連携を行った。
教育部と子ども部の連携調整につい
ては、担当レベルや部レベルの調整
を適宜行った。

●教育部・子ども部の連携協議会開
催　→　必要時

●教育部・子ども部の連携協議会開
催　→　担当レベルで適宜行った。
支援に必要な庁舎内外関係部署と随
時連携を行った。
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34

特別支援学級 特別な支援を要する児童・生徒の自立や社会参加に向けた
主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、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。

教育政策課 必要に応じて設置する。 小中学校と連携し、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。

小中学校と連携し、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った。

35

通級指導教室 通常の学級に在籍している児童で、言語・LD・ADHDなどの
障がいのある児童を対象に、その障がいに応じた特別の指
導を行うことで障がいの改善や克服を図る。

教育政策課 学校現場と連携した障がいのある児
童･生徒の早期発見と就学相談事業
の実施。

●個別指導の実施　→　週１回 設置校と連携し、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。

設置校と連携し、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った。

●個別指導の実施　→　週１回 ●個別指導の実施　→　週１回

36

学校適応指導教室 何らかの理由で学校に行けないで悩んでいる児童･生徒を
対象に、学習やさまざまな体験活動や相談を通して、自分
自身や人との関わりに自信を持たせ、自立する力を育てる
ことを支援する。

教育政策課 個々の児童生徒に応じた学習や体験
活動などを行うことにより、共同生
活の中で自立する力を養い、学校生
活へ復帰できるようにする。

●学校復帰生徒数　→　入室者全員 個々の児童生徒に応じた学習や体験
活動などを行うことにより、共同生
活の中で自立する力を養い、学校生
活へ復帰できるようにする。

個々の児童生徒に応じた学習や体験
活動などを行うことにより、共同生
活の中で自立する力を養い、学校生
活へ復帰するよう指導した。

●学校復帰生徒数　→　入室者全員 ●学校復帰生徒数　→　入室者６人
の内５人（※中学３年生５人は高校
進学）
◆体験・相談を含めて通室した子ど
もの９割が学校復帰・チャレンジ登
校・表情が良くなるなど改善

37

重度心身障害者年
金

身体障害者福祉法および知的障害者福祉法・精神保健およ
び精神障害者福祉に関する法律による重度障がい者の満20
歳未満の障がい児に対して支給する。

福祉課 対象者を漏れなく把握し速やかに手
当を支給する。

対象者を漏れなく把握し適正に手当
を支給する。

20歳未満の重度の障害児を対象に、
月額2,000円を支給。

◆実人員121人
　支給合計2,374,000円

38

障害児福祉手当 重度障がい児（20歳未満であって、政令で定める程度の重
度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介
護を必要とする障がい児）に対して支給する。

福祉課 対象者を漏れなく把握し速やかに手
当を支給する。

対象者を漏れなく把握し適正に手当
を支給する。

日常生活において常時特別の介護を
必要とする20歳未満の在宅の重度障
害者に月額14,280円を支給。

◆実人員93人
　支給合計14,645,450円

39

心身障害者扶養共
済制度掛金補助制
度

県の制度で、障がい者の相互扶助の精神に基づく任意の加
入制度。加入した保護者が一定掛金を納付することで、不
幸にも保護者が死亡または重度の障がいをおった場合に障
がい者（児）に対して終生年金を支給する。そのうち掛金
の納付が困難な人に対して掛金を補助する。

福祉課 扶養共済加入者である保護者の死亡
などで障がい者本人に給付される
「心身障害者扶養共済制度年金」の
受給申請書類を不備なく行い、速や
かに受給できるようつとめ、経済的
不安軽減を図る。

扶養共済加入者である保護者等の死
亡などにより障がい者の年金受給が
速やかに行われるよう手続きを進め
る。

福岡県が実施する心身障害者扶養共
済制度加入者のうち、経済的に掛金
の納付が困難な人に、所得に応じて
助成した。

◆実人員7人
　支給合計317,840円

40

障害者自立支援法
などによる障害児
居宅サービス

障がい児を対象に、在宅で介護や家事など日常生活の援助
を行うことにより、保護者の負担軽減を図る。
（居宅介護）在宅でホームヘルパーによる介護や家事など
の日常生活の援助を行う。
（児童デイサービス）日常生活や集団への適応などの指
導・訓練を「のぞみ園」などで行う。
（短期入所）短期間施設に入所して必要な支援を行う。
(日中一時支援）家族などの介護負担の一時的軽減を図る
ため委託事業所において日中活動の場を行う。

福祉課 相談機能を充実させ、日常生活が安
心して送れるようニーズにあった福
祉サービスを提供し支援を行う。

在宅の障がい児に対し、家事や介護
など日常生活を送るための支援を行
い、保護者等の養育負担軽減を図
る。

障害児に対する居宅サービスとし
て、児童発達支援、放課後等デイ
サービス、短期入所、居宅介護を提
供した。
サービス決定や更新時に相談支援を
行い、必要に応じて関係機関と連携
した。

◆平成25年3月末支給決定者数
　児童発達支援4人
　放課後等デイサービス23人
　短期入所49人
　居宅介護17人

6
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41

学校評議員・学校
運営評議委員会

信頼される学校づくりを推進するため、学校区内外の有識
者などの参加を得て、校長が行う学校運営に関し幅広く意
見を聞き、必要に応じ助言を求める。今後は、小中一貫教
育の拡大とともに学校運営評議委員会への移行を推進す
る。

教育政策課 平成26年度を目途に学校運営評議委
員会へ移行。

市内全中学校区に学校運営評議委員
会を設置する。

市内全ての中学校区に学校運営評議
員を設置した。

★学校運営評議委員設置数　→　市
内全７中学校区

★学校運営評議委員会設置中学校区
数　→　７中学校区

42

通学区の弾力的運
用

児童・生徒の就学すべき学校は、原則として保護者の住所
の属する通学区域の学校でなければならないが、特に止む
を得ない場合については指定学校の変更を認めるなど弾力
的な運用を実施する。

教育政策課 弾力的な運用を実施する。 児童生徒等の具体的な事情に即して
区域外通学が相当と認められる場合
は区域外通学を認める。

児童生徒等の心身の故障や教育、入
学への配慮、その他やむを得ない事
由がある場合には当該事情を考慮の
上、区域外通学を認めた。

43

小中一貫教育 小中一貫教育を基本とした中学校区による小中学校連絡会
の設置や運営を充実するとともに、9か年にわたる児童生
徒を継続的な把握や9か年の計画的・継続的な教育指導を
拡大推進する。

教育政策課 ●小中一貫教育の実施　→　全中学
校区

城山・玄海中学校区の小中学校が研
究指定校２年目として取り組んだ。
城山中学校区は研究発表を経て、研
究指定・委嘱期間終了。（玄海中学
校区は来年度まで研究指定・委嘱
校）

●小中一貫教育の実施　→　全中学
校区

●小中一貫教育の実施　→　全中学
校区

44

教職員研修の充実 経験年数、職務および学校を取りまく教育課程などに基づ
いた研修を計画し、開催する。さらに、アンケート調査な
どに基づく、ニーズに応じた選択式講座・研修を企画し、
自発的な参加を促す研修を開催することで教職員の資質の
向上を図る。

教育政策課 資質の向上を図るための研修を実施
する。

●小中一貫校別個別現地研修の実施
→　平成22年度から

小中一貫中学校区別現地研修とし
て、主幹教諭・教務主任研修、生徒
指導研修、簡単楽しいＩＣＴ活用研
修を実施。

●小中一貫中学校区別現地研修の実
施　→　主幹教諭・教務主任及び生
徒指導研修等で実施する。

●小中一貫中学校区別現地研修の実
施　→　主幹教諭・教務主任研修２
回×７中学校区、主幹教諭・生徒指
導担当者研修１回×７中学校区　簡
単楽しいＩＣＴ活用研修２回×３中
学校区　計２７回

45

幼児教育関係機関
の連携

幼児教育を推進するため、さまざまな幼児教育・保育サー
ビスについての情報提供や、しつけや悩み相談などを行
い、保育所、幼稚園、小学校、児童相談所などの関係機
関、ＰＴＡおよびボランティアなどの団体との連携を推進
する。

子ども育成課
福祉課
教育政策課

情報の共有を図る。 ●保育所・幼稚園連絡会の開催　→
年２回
●保育所・幼稚園・小学校連絡会の
開催　→　年２回
●幼稚園保護者研修大会の開催　→
年１回

各幼児教育関係機関の情報共有を充
実し、連携の充実図る。

各幼児教育関係機関が連携し情報共
有図り、幼児教育を充実させるため
連絡会等開催した。

●保育所・幼稚園連絡会の開催　→
年２回
●保育所・幼稚園・小学校連絡会の
開催　→　年２回
●幼稚園保護者研修大会の開催　→
年１回

●保育所・幼稚園連絡会の開催　→
年２回
●保育所・幼稚園・小学校連絡会の
開催　→　年２回
●幼稚園保護者研修大会の開催　→
年１回

46

学校規律の適正化 学校管理規則の見直しなどにより、学校の自主性、自立性
を確立することで、学校運営の特色化および学校規律の適
正化を推進する。

教育政策課 学校運営の特色化および学校規律の
適正化を推進する。

学校運営の特色化および学校規律の
適正化を推進する。

学校運営の特色化および学校規律の
適正化を推進した。

47

学校運営事業 学校危機管理マニュアルに基づき、通常時の点検（欠席者
確認）と災害時避難訓練や学校における不審者などへの対
応訓練を推奨する。

教育政策課 児童・生徒の安全に取り組む。 ●避難訓練の実施　→　年１回 児童・生徒の安全に取り組む。 児童・生徒の安全に取り組んだ。 ●避難訓練の実施　→　年１回 ●避難訓練の実施　→　　各学校年
２回程度

48

学校支援ボラン
ティア事業

各学校で特色ある取り組みを実施するため、読み聞かせや
体験学習、クラブ活動、授業支援など学校の支援を図る。

教育政策課 活用内容に応じ各学校の支援を行
う。

●学校支援ボランティアの活用　→
全小中学校

各学校の特色ある取り組みに対応し
た支援を行う。

市内の小中学校が、地域の方、保護
者、市内及び近隣の大学との連携を
図り、学校支援ボランティアとして
協力を受けることで、地域の教育力
を生かした学校教育のさらなる充実
を図る取り組みを支援した。

●学校支援ボランティア制度の活用
学校　→　全小中学校22校

●学校支援ボランティアの活用　→
全小中学校22校

49

指導体制の充実 学校、地域社会における基本的な生活や集団生活のあり方
の指導、不登校児童・生徒に対応した適応指導教室などに
おける指導体制の充実のため、相談員や指導員、スクール
カウンセラーなどの配置や相談機関との連携を促進する。

教育政策課 学校と適応指導教室の密な連携を図
る。

●学校と適応指導教室との情報交換
会の実施　→　２か月に１回以上

学期に１回適応指導教室による学校
訪問を実施して情報交換等を行うと
ともに、宿泊研修や発表会等の適応
指導教室行事の際には学校に案内し
て参加を促した。指導員が担任、ス
クールカウンセラー、心の教室相談
員と電話等による情報交換を随時
行った。

●学校と適応指導教室との情報交換
会の実施　→　学期ごと１回以上、
また、担任と担当指導員による情報
交換は随時実施。

●学校と適応指導教室との情報交換
会の実施　→　学期ごと１回以上、
また、担任と担当指導員による情報
交換は随時実施。

平成24年度目標 平成24年度実績所　管　課 目標
事業
No

事業概要（後期計画）事業名（後期） 数値目標（H26まで） 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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幼児教育の振興 幼児教育の普及に資するため、保育所保育指針および幼稚
園教育要領に基づく幼児教育の着実な実践や、保育士・幼
稚園教諭の資質向上、保育所・幼稚園の連携および小学校
や児童相談所などの関係機関との連携を推進する。

子ども育成課 ●保育所保育士・幼稚園教員研修の
実施　→　年３回
●幼児教育研究協議会の開催　→
年４回
（再掲）●保育所・幼稚園連絡会の
開催　→　年２回
（再掲）●保育所・幼稚園・小学校
連絡会の開催　→　年２回

幼児振興プログラムに基づく施策を
実施し、家庭・地域・保育所・幼稚
園が連携、幼児教育全体の質の向上
を図るとともに、小学校教育との連
携・接続を強化、充実する。

幼児振興プログラムに基づく施策を
実施し、家庭・地域・保育所・幼稚
園が連携、幼児教育全体の質の向上
を図るとともに、小学校教育との連
携・接続を強化、充実する。

●保育所保育士・幼稚園教員研修の
実施　→　年３回
●幼児教育研究協議会の開催　→
年４回
（再掲）●保育所・幼稚園連絡会の
開催　→　年２回
（再掲）●保育所・幼稚園・小学校
連絡会の開催　→　年２回

●保育所保育士・幼稚園教員研修の
実施　→　年３回
●幼児教育研究協議会の開催　→
年４回
（再掲）●保育所・幼稚園連絡会の
開催　→　年２回
（再掲）●保育所・幼稚園・小学校
連絡会の開催　→　年２回

8



（7）健やかな心身の育成

51

市民体育事業 市民がスポーツに親しむ環境をつくりだすため、スポーツ
に関するイベントの実施や、体育協会をはじめとした関係
団体への支援を行う。

市民活動推進課 体育協会などへの支援を行う。 ●スポーツ大会の開催　→　年50回
以上

体育協会などへの支援を行い、ス
ポーツ大会・教室の開催を行う。

体育協会などへの支援を行い、ス
ポーツ大会・教室の開催を行った。

●スポーツ大会の開催　→　年150
回以上
★スポーツ指導者等講習会の開催
→　年90回以上

●スポーツ大会の開催　→　年200
回
★スポーツ指導者等講習会の開催
→　年100回

52

市民スポーツ・レ
クリエーション指
導者の養成

市民スポーツ・レクリエーションの振興を担う、幅広い知
識・指導力・行動力を備えた市民指導者を養成する。

市民活動推進課 スポーツ・レクリエーションなどの
指導者養成講座を開催する。

★レクリエーション指導者養成講座
→年10回以上
●スポーツ推進委員20人

市レクリエーション協会と協働委託
により、レクリエーション指導者養
成講座を開催する。スポーツ推進委
員により健康スポーツ指導者養成を
行う。

市レクリエーション協会と協働委託
により、レクリエーション指導者養
成講座を開催。スポーツ推進委員に
より健康スポーツ指導者養成を行っ
た。

★市レクリエーション協会と協働委
託により、レクリエーション指導者
養成講座を10回以上開催する。
●スポーツ推進委員20人により、玄
米ニギニギ体操、ニュースポーツ等
の指導者養成を年間20回以上行う。

★市レクリエーション協会と協働委
託により、レクリエーション指導者
養成講座（ステップⅠ）を13回開催
した。
●スポーツ推進委員20人により、玄
米ニギニギ体操、ニュースポーツ等
の指導者養成を年間20回以上行っ
た。

53

体育施設管理運営
事業

既存の体育施設について適切な修繕を実施し、利用者の安
全確保と施設の延命を図る。施設の管理運営については、
効果的な活用と経費の削減を図る。

市民活動推進課 体育施設保全計画を策定する。 玄海Ｂ＆Ｇ海洋センター耐震診断・
保全改修及びＢ＆Ｇ海洋センター
プールの保全改修工事設計を行う。
市民体育館・勤労者体育センターの
保全改修工事を行う。
市運動広場野球場Ｂの拡張工事を行
う。
玄海小跡地に整備する運動広場（野
球場）の設計を行う。自由ヶ丘中学
校ナイター施設の改修工事設計を行
う。

玄海Ｂ＆Ｇ海洋センター耐震診断・
保全改修及びＢ＆Ｇ海洋センター
プールの保全改修工事設計を行っ
た。勤労者体育センターの床研磨改
修工事を行った。
市民体育館のトイレ改修工事を行
い、バリアフリー化や洋式トイレへ
の改修を行った。
市運動広場野球場Ｂの改修工事を行
い、玄海中学校へ移管した。
玄海小跡地に整備する運動広場（野
球場）の設計を行った。自由ヶ丘中
学校ナイター施設の改修工事設計を
行った。

54

学校開放事業 小中学校運動場・体育館を開放し、地域のスポーツ・レク
リエーション活動の場として活用する。

市民活動推進課 スポーツ・レクリエーションなど活
動の場として効率的な運用を図る。

●体育館・グラウンド貸出件数　→
年20,000件

学校施設を積極的に開放し、スポー
ツ・レクリエーションなど活動の場
として効率的な運用を図る。

学校施設を積極的に開放し、スポー
ツ・レクリエーションなど活動の場
として効率的な運用を図った。

●体育館、グラウンド貸出件数　→
年間12,000件以上

●体育館、グラウンド貸出件数　→
年間12,841件

55

コミュニティス
ポーツの振興

地域の特性に応じた、地域づくりのためのスポーツ・レク
リエーション活動を支援し、コミュニティスポーツの振興
を図る。

市民活動推進課 ●コミュニティ対抗形式の活動の実
施　→　２種目

地域の特性に応じた、地域づくりの
ためのスポーツ・レクリエーション
活動を支援し、コミュニティスポー
ツの振興を図る。南郷地区総合型地
域スポーツクラブの設立により、プ
レ事業を開始する。

地域の特性に応じた、地域づくりの
ためのスポーツ・レクリエーション
活動を支援し、コミュニティスポー
ツの振興を図った。南郷地区総合型
地域スポーツクラブ「南の郷クラ
ブ」の設立により、プレ事業を開始
した。

●コミュニティ対抗形式の活動の実
施　→　２種目（11月グラウンドゴ
ルフ大会、お手玉大会）の開催

●コミュニティ対抗形式の活動の実
施　→　２種目（11月グラウンドゴ
ルフ大会、お手玉大会）の開催

56

スポーツ情報の提
供

目的、必要性に応じてスポーツプログラムが選択できるよ
うに、広報などを活用し、情報の提供を充実する。

市民活動推進課 体育協会のHPを充実させる。 ●広報での体協だよりの周知開始
→　平成22年度

体育協会のHPの充実、市広報紙への
体育協会だよりの年間定期掲載を行
う。

体育協会のHPの充実、市広報紙への
体育協会だよりの年間定期掲載を
行った。

●市広報紙への掲載、年間３回以上 ●市広報紙への掲載、年間３回実施

57

食生活改善推進会
員の養成・育成

地域で食生活改善・健康づくりのボランティア活動を行う
食生活改善推進員の組織を育成・支援する。

健康づくり課 食進会主催教室の内容の充実を図
る。

●食進会の活動回数（人数×回数）
→　平成23年度までに8,400回

食進会主催教室の内容の充実を図
る。

食進会が各支部で実施する料理教室
のために、「高血圧予防」「地産地
消」「乳幼児・子どもへの食育」を
テーマにした調理実習、季節に応じ
た「介護予防食」の調理実習を実施
した。
食進会の地域での活動のために、
「防災」「笑いヨガ」の講演を開催
した。
以上、計画どおりの内容で実施でき
た。

●食進会の活動回数（人数×回数）
→　8,400回

●食進会の活動回数（延べ回数）
→　6,955回

事業
No

所　管　課事業概要（後期計画） 目標事業名（後期） 数値目標（H26まで） 平成24年度目標 平成24年度実績 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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子どもを楽しく育てる
（1）子育て力の向上のための支援　《重点施策》

58

託児などによる親
への学習支援

子育て中の保護者の学習活動を支援するために、講座やイ
ベントなどに託児を設け、親子連れでの参加がしやすい環
境整備に努める。

子ども育成課
子ども家庭課
男女共同参画推進課
人権対策課

開設する講座のすべてで託児を開
設。

●託児開設数　→　要望がある全講
座

託児を必要とする事業すべてにおい
て託児を開設する。
開設する講座のすべてで託児を開
設。
センター主催講座、他課やコミュニ
ティとの共催講座など、託児を必要
とする事業すべてにおいて託児を開
設する。
開設する講座のすべてで託児を開
設。
センター主催講座、他課やコミュニ
ティとの共催講座など、託児を必要
とする事業すべてにおいて託児を開
設する。

託児を必要とする事業すべてにおい
て託児を開設した。
たまご学級において託児を実施し
た。
人権講演会において託児を実施し
た。

●託児開設数　→
託児の必要がある全講座

●託児開設数　→　24回（子ども育
成課）
（内訳）子育て支援センター主催12
回、子ども育成課主催12回
●託児開設数　→　29回（子ども家
庭課）
（内訳）たまご学級29講座
●託児所開設　→　１回　７人（人
権対策課）
●託児開設数　→　18講座（男女共
同参画推進課）
（内訳）イベント１回、啓発事業11
講座、チャレンジ支援事業6講座

59

家庭教育学級 幼稚園、小・中学校、ＰＴＡ 、地域などで教育の原点で
ある家庭教育を再確認し、家族、家庭のあり方を見直す機
会を提供するとともに、地域で子育てを支援する体制づく
りを図る。

子ども育成課 ●家庭教育学級の開催回数　→　年
225回
●参加者数　→　年8,000人

家庭教育力及び地域教育力が向上す
るよう、幼稚園、小・中ＰＴＡ、コ
ミュニティ運営協議会等での家庭教
育学級の開催を推進する。

家庭教育力及び地域教育力が向上す
るよう、幼稚園、小・中ＰＴＡ、コ
ミュニティ運営協議会等での家庭教
育学級の開催を推進するため、開設
説明会及び実践交流会を開催した。

●家庭教育学級の開催回数　→　年
110回
●参加者数　→　年5,000人以上

●家庭教育学級の開催回数　→　年
84回
●参加者数　→　年7,442人

60

子育て講座 子育ての孤独感を軽減し、子育てに喜びを感じることがで
きるよう、子育てサークルなどの関係団体と共催で親子レ
クリエーション、講演会などを実施し、親の子育てに関す
る学習機会を提供し、子育て力を高める。

子ども育成課 ●みんなの広場の開催　→　年９回
●ワンポイントセミナーの開催　→
年６回
●外遊び講座の開催　→　年３回

●みんなのひろば開催　→　年８回
　参加者数　→　250組以上
●ワンポイント子育て講座の開催→
年２期　連続３回講座
　参加者数　→　各24人
●外遊び講座の開催　→　年４回
　参加者数　→　30組以上

●みんなのひろば開催　→　年８回
　参加者数　→　延べ441人、208組
●ワンポイント子育て講座の開催→
年２期　連続３回講座
　参加者数　→　延べ97人
●外遊び講座の開催　→　年４回
　参加者数　→　延べ208人、98組

61

ルックルック講座
での食育

日赤看護大学、福岡教育大学と協力して、家庭での食育に
関心を持ち、望ましい食生活について考える機会と情報を
提供する。

子ども家庭課 子育て世代の食生活への関心を高め
る。

食育講座の依頼に速やかに対応し、
子育て世代の食生活への関心を高め
る。

保育園や学校、地区コミュニティか
らの要請により、乳幼児、学童期の
食事について情報を提供した。

◆ルックルック講座として、５回実
施

62

★子育て支援セン
ター※
（地域子育て支援
センター事業）

子育て中の親同士の交流の場、体験・学習の場、相談の場
の提供を行い、子育て中の親の子育て力を高め、子育てボ
ランティアとの連携などにより、各コミュニティ・セン
ターなど地域における子育て支援の拠点として充実を図
る。

子ども育成課 ●子育て支援センターの年間利用者
数　→　延べ16,000人

●子育て支援センターの年間利用者
数
→　14,000人以上

●子育て支援センターの年間利用者
数
→　17,213人

63

子育て支援セン
ター1歳のお誕生
会での食育

食生活改善推進会と協力して、1歳児向けのおやつ提供、
講話をし、保護者に適切なおやつの摂り方について情報提
供を行う。

子ども育成課
子ども家庭課

保護者のおやつの正しい知識の習
得、幼児の食生活改善を支援する。

●お誕生会での食育事業の開催　→
年12回

ミニ食育講座を行い、食生活改善を
支援する。

食生活改善推進会、子育て支援セン
ターと連携して、1歳児向けのおや
つ提供、講話により、保護者に適切
なおやつの摂り方について情報提供
を行った。

●満1歳のお誕生会＆食育ミニ講座
→　年12回
　参加者数　→　120組以上

●満1歳のお誕生会＆食育ミニ講座
→　年12回
　参加者数　→　335人、156組

（2）子育て家庭の交流の支援　《重点施策》

64

子育てサークルへ
の支援

子育て中の親が中心となって地域で活動している子育て
サークルや子育てを支援するボランティアの活動を支援す
る。

子ども育成課 必要に応じて支援を行う。 必要に応じて支援を行う。 市広報紙において、子育てサークル
の特集を掲載した。

◆広報紙掲載　→　年１回

65

子育て広場 公園などで、子どもを安心して遊ばせながら、親同士の交
流を促進する。
公園に遊具などの充実を図るため、遊具の改修を行う。

維持管理課
子ども育成課

設備に不備のないよう良好な維持管
理に努める。

公園施設に関して適宜補修を行い、
安全に使用できる状態を保つ。

公園施設に関し適宜補修を行い、安
全に使用できた。

◆42件の工事及び補修を行った。

66

子育てサロンへの
支援

子育てサロン運営の継続や充実を図るため、情報提供など
の支援を行う。

子ども育成課 市内子育てサロン19箇所で実施す
る。

●子育てサロン利用者数　→
6,000人

市内子育てサロン18箇所で実施す
る。

市内子育てサロン18か所で実施し
た。
子育てサロン連携会議を２回実施し
た。

●子育てサロン利用者数　→
6,000人
★子育てサロン連携会議　→　年２
回

●子育てサロン利用者数　→
3,417人
★子育てサロン連携会議　→　２回

平成24年度実績

所　管　課 目標事業名（後期）

基本方針2

事業概要（後期計画）

事業概要（後期計画） 所　管　課事業名（後期）

事業
No

事業
No

数値目標（H26まで）目標

数値目標（H26まで） 平成24年度目標 平成24年度実績

平成24年度目標 平成24年度数値目標

平成24年度数値目標

平成24年度数値実績

平成24年度数値実績
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67

コミュニティ子育
て交流事業

行政とコミュニティ組織が協働で、コミュニティ・セン
ターが地域の子育て中の親の情報交換や交流の場となるよ
うな事業を推進する。

子ども育成課
コミュニティ課

13地区コミュニティで推進する。 行政とコミュニティ運営協議会が連
携して、キッズルーム（コーナー）
活用事業の推進する。

キッズルーム(コーナー)がある地区
ではコミュニティ運営協議会の自主
事業を行った。

★キッズルーム（コーナー）の活用
事業　→　年１回×12地区

★キッズルーム(コーナー)がある地
区では随時実施した。

11



（3）保育サービスの活用と充実　《重点施策》

68

★保育の実施
（通常保育事業）

おおむね生後３か月から就学前までの家庭で保育に欠ける
状況にある児童を保護者にかわって保育する。平成21年４
月現在、市内11園の私立認可保育所へ委託して保育を行っ
ている。

子ども育成課 ●待機児童数　→　０人 保育に欠ける乳幼児を保護者にか
わって安心・安全に保育する。
また、待機児童０人を目標に50人定
員（H25.4月から）増の施設整備を
行う。

平成24年度中に延べ36人の待機児童
が発生した。更に入所待ち児童数を
含めると100人を超える状況のため
100人定員の保育所新設の方針を決
定した。

●待機児童数　→　０人
★定員1,350人（50人増）
（1,300人→1,350人）

●待機児童数　→　年間延べ36人
★定員1,300人　→　1,350人（50人
増）平成25年4月1日現在

69

★病後児保育事業 おおむね生後３か月から小学校３年生までの病後児で自宅
療養が必要な期間、昼間家庭で保育できない場合に一時預
かりをする。

子ども育成課 ●実施箇所数　→　１施設 病気の回復期に乳幼児を一時的に預
かり、仕事等の社会的活動と子育て
等の家庭生活との両立を容易にす
る。

病気の回復期に乳幼児を一時的に預
かり、仕事等の社会的活動と子育て
等の家庭生活との両立を支援した。

●実施箇所数　→　１施設 ●実施箇所数　→　１施設
◆利用者数469人（うち宗像市398
人）

70

★保育所特別保育
事業

保育所の保育サービスメニュー（乳児保育（０歳児）、障
がい児保育、時間延長保育、開所時間延長促進、地域に開
かれた保育所とするための地域活動、休日保育、特定保
育、一時保育、へき地保育）で、市民の保育ニーズに応じ
た事業の充実を図る。

子ども育成課 ●【実施箇所数】
 延長保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　４園
 へき地保育事業　→　１園

仕事等の社会的活動と子育て等の家
庭生活との両立を容易にするととも
に子育て負担感を緩和し、安心して
子育てができるような環境整備を総
合的に推進し、時代に即応した保育
ニーズを充実する。

仕事等の社会的活動と子育て等の家
庭生活との両立を容易にするととも
に子育て負担感を緩和し、安心して
子育てができるような環境整備を総
合的に推進し、時代に即応した保育
ニーズに対応できる事業を実施し
た。

●【実施箇所数】
 延長保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　６園
 へき地保育事業　→　１園

●【実施箇所数】
 延長保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　６園
 へき地保育事業　→　１園
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★子育て短期支援
事業（ショートス
テイ）

疾病などの緊急時や仕事などの事由により、家庭において
児童を養育することが一時的に困難になった場合、児童福
祉施設で短期間（７日間）預かる。

子ども育成課 ●実施箇所数　→　２園 疾病等緊急時や仕事等の事由によ
り、家庭において児童を養育するこ
とが一時的に困難になった場合、児
童福祉施設で短期間（７日間）預か
る。

疾病等緊急時や仕事等の事由によ
り、家庭において児童を養育するこ
とが一時的に困難になった場合対応
できるよう児童福祉施設と契約し事
業を実施した。

●実施箇所数　→　２園 ●実施箇所数　→　２園
◆利用者数　０人

72

★学童保育（放課
後児童健全育成事
業）

放課後に保護者がいない状況にある児童（障がい児も含
む）の放課後の保育をする。児童数が増加している学童保
育や、障がい児を受け入れている学童保育の充実を図る。
また、夏休みなどの長期休暇中の受け入れを実施すると共
に、保護者が病気などの場合の一時的な受入れも検討す
る。

子ども育成課 6年生までの希望者の完全受け入れ
（年平均）。

●受入可能人数　→　1,260人
●待機児童数　→　０人

夫婦共働き等で昼間帰宅しても監護
するものがいない児童を対象に、学
童保育事業を実施する。東郷小第２
学童と玄海小学童を整備する。

夫婦共働き等で昼間帰宅しても監護
するものがいない児童を対象に、学
童保育事業を実施した。東郷小第２
学童と玄海小学童を整備した。
延長保育の導入、土曜日の時間延
長、指導員の体制の充実など、新た
なサービスを導入した。

●受入可能人数　→　1,260人
●待機児童数　→　０人

●受入可能人数　→　1,275人
●待機児童数　→　０人

（4）子育て情報の提供

73

子育て情報提供 子育てに関するさまざまな情報を収集・整理し、広報紙、
ホームページや母子保健事業などをとおして市民や関係団
体に提供するとともに、子育てに関する団体や有識者の情
報も提供し、親の子育てを支援する。

秘書課
子ども育成課
子ども家庭課
コミュニティ課
定住化推進室

関係機関と連携して分かりやすく、
対象者が得やすい情報を提供。
広報紙、ホームページを活用した情
報提供による子育て支援。
乳幼児健診などの場を活用した子育
て情報の提供。

●公共施設（市役所ロビーなど）で
の市民向け子育て関連の情報コー
ナーの
　設置　→　年３回

各地区のコミュニティ広報紙、ＨＰ
を活用して情報を発信する。
乳幼児健康診査などの場を活用した
子育て情報を提供する。
定住化に繋がるよう、新聞、フリー
ペーパー、リーフレットによる子育
て情報の提供を行う。その際、民間
のノウハウを活用するため、プロ
ポーザル方式で広告代理店を決定す
る。また、リーフレットをリニュー
アルする。その後、宅地宅建取引業
者・工務店・ハウスメーカーやイベ
ントで一般客に対する配布する。定
住ポータルサイトに子育て情報を掲
載する。
広報紙、ホームページを活用して継
続的に子育て支援情報を提供する。

広報紙、ホームページを活用して継
続的に子育て支援情報を提供した。
子育て支援センター及びメイトム宗
像に常設の子育て関連情報コーナー
を設置している。
乳幼児健康診査などの場を活用した
子育てに関する情報の提供を行なっ
た。
定住化の促進に向けて本市の子育て
環境や居住環境の良さをアピールす
るため、プロポーザル方式で広告代
理店を選定し、新聞、フリーペー
パー、子育て情報誌等の掲載やイベ
ント出展などによるＰＲを実施し
た。また、リーフレット（定住ＰＲ
冊子）のリニューアルを行い、市内
外の住宅関係事業者等へ配布した。
さらに、定住ポータルサイトでのＰ
Ｒも実施した。
コミュニティ広報紙、ＨＰで情報提
供を行った。

★乳幼児健診時などの情報提供　→
年72回
●公共施設（市役所ロビーなど）で
の市民向け子育て関連の情報コー
ナーの
　設置　→　年３回
★定住化に繋がる子育て情報の提供
→　新聞１回、フリーペーパー５
回、リーフレットの配布（宅地宅建
取引業者・工務店・ハウスメーカー
40か所、イベント５回）定住ポータ
ルサイトのアクセス1,200回
★コミュニティ広報紙、ＨＰによる
情報発信→年1回以上×12地区

★乳幼児健診時などの情報提供　→
年72回実施
●公共施設（市役所ロビーなど）で
の市民向け子育て関連の情報コー
ナーの
　設置　→　年２回（保育所・幼稚
園の紹介パネル展示）
★定住化に繋がる子育て情報の提供
→　新聞15回、フリーペーパー５
回、定住ＰＲ冊子の配布（宅地宅建
取引業者・工務店・ハウスメーカー
40か所、イベント５回）定住ポータ
ルサイトのアクセス約3,000回／月
★コミュニティ広報紙、ＨＰによる
情報発信　→　全12地区で年1回以
上発信した

74

子ども新聞事業 行政と地域ボランティアが協力して、地域における子ども
のさまざまな体験活動と家庭教育の支援に関する情報収
集、ホームページなどでの情報提供の充実を図る。

子ども育成課 子ども新聞編集会議に子ども育成課
から参加し、情報の提供を行う。

子ども新聞編集会議に子ども育成課
から参加し、情報の提供を行う。

活動が行われなかった。

平成24年度実績

平成24年度実績

事業名（後期） 目標

目標

事業概要（後期計画） 所　管　課

事業名（後期） 所　管　課

事業
No

事業
No

事業概要（後期計画）

数値目標（H26まで）

数値目標（H26まで）

平成24年度目標

平成24年度目標

平成24年度数値目標

平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

平成24年度数値実績
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（5）子育て相談の充実　《重点施策》

75

子育て相談 年齢に応じ、子どもの成長、発達、しつけなど子育て全般
の相談を行い、子育ての知識の普及と子育て不安の軽減を
図る。

子ども家庭課 妊娠時期から相談できる体制づくり
強化。

●すべての相談に対して100％対応
する。

妊娠時期から相談できる体制づくり
と適切なサービスの情報提供。

妊婦と子ども何でも相談を毎月開催
した。

●すべての相談に対して100％対応
する。

●すべての相談に対して100％対応
した。
（内訳）相談者延べ人数　→　290
人

76

家庭児童相談室 家庭で子どもがすこやかに成長するための相談援助機関と
して、子育て中の親や児童からの相談、児童関連の専門機
関への紹介、その他家庭における児童の相談を受ける。市
民のニーズに対応できるよう相談員の研修に努め、相談体
制の充実を図る。

子ども家庭課 子どもに最も適した指導・助言を行
う。

●すべての相談に対して100%対応す
る。

子どもに最も適した指導・助言を行
う。
また、子ども基本条例が平成24年４
月１日施行され、新たに権利救済機
関の設置が規定されたことに伴い、
今後権利救済機関の所管課である子
ども育成課や、既存の子ども家庭相
談支援業務を実施している各課と協
議を進めながら、平成25年４月１日
からの新たな子ども家庭総合相談支
援体制を構築していきたい。

子ども、保護者、子ども関係機関等
からの相談に対して、適切な支援を
実施した。
子ども権利救済機関の開設準備を完
了した。

●すべての相談に対して100%対応す
る。

●すべての相談に対して100%対応し
た。

77

就学指導委員会 学齢期に達する児童および在学児童・生徒で、特別な支援
を要する子どもに適切な就学指導を行うための就学指導委
員会を設置する。

教育政策課 保護者や教職員に指導・助言を行
い、不安や悩みなどを軽減解消す
る。

就学指導委員会を設置し適切な就学
指導を行う。

特別支援教育に関する専門知識を有
する就学指導委員による就学指導委
員会を設置し適切な就学指導を行っ
た。

★就学指導委員会開催回数　→　13
回程度

★就学指導委員会開催回数　→　14
回

78

子育て支援セン
ター乳幼児相談

「子どもの育て方について」「子どものしつけや発達につ
いて」などの子育てに対する不安や孤独感、ストレスの軽
減が図れるよう先輩ママとしてアドバイスを行う。また、
個別対応が必要とされるケースについては関係機関につな
ぎ早期対応を図る。

子ども育成課 利用者が気軽に相談できるように、
先輩ママからの助言を行う。

利用者が気軽に相談できるように、
先輩ママからの助言を行う。

利用者から子育てに関する悩みや不
安をスタッフが育児経験者として相
談に応じた。また、必要に応じて関
連機関につないだ。

●子育て支援センターとの相談のつ
なぎ会議を月に１回程度行う。

●相談つなぎ　→　年11回

79

スクールカウンセ
ラー

児童・生徒の学習や人間関係などのカウンセリングおよび
保護者や教職員への指導・助言を行い、不安や悩みなどの
軽減、解消をするため中学校に臨床心理士を配置する。

教育政策課 児童生徒および保護者や教職員に指
導・助言を行い、不安や悩みなどを
軽減解消する。

●スクールカウンセラーの配置　→
全中学校

児童生徒および保護者や教職員に指
導・助言を行い、不安や悩みなどを
軽減解消する。

県スクールカウンセラー等活用事業
により市内７中学校にスクールカウ
ンセラーを派遣するとともに、市費
負担により城山中学校と自由ヶ丘中
学校の配置時数の上乗せを行って、
児童生徒および保護者や教職員に指
導・助言を行い、不安や悩みなどを
軽減解消する。緊急スクールカウン
セラー派遣事業により東日本大震災
被災児童生徒に対する支援を行っ
た。

●スクールカウンセラーの配置　→
　全中学校

●スクールカウンセラーの配置　→
　全中学校

80

心の教室相談員 気軽に悩みなどを話すことで、生徒が悩みを抱え込まない
よう、また、心にゆとりが持てるように各中学校に心の教
室相談員を配置する。

教育政策課 生徒との談話活動を通して情報収集
し、生徒理解の手立てとし、ストレ
スを和らげること、心にゆとりを持
てるような環境を整備する。

●心の相談員数　→　６人（大島中
を除く）

生徒との談話活動を通して情報収集
し、生徒理解の手立てとし、ストレ
スを和らげること、心にゆとりを持
てるような環境を整備する。

心の教室相談員を大島中学校を除く
市内６中学校に配置し、生徒との談
話活動を通して情報収集をしたり、
生徒のストレス・悩みの解消を図っ
たりした。

●心の相談員数　→　６人（大島中
学校を除く）

●心の相談員数　→　６人（大島中
学校を除く）

81

青尐年センター相
談

青尐年の健全育成を図るために子ども本人および保護者か
らの相談に応じ、子ども・保護者が抱えるさまざまな問題
の解決を図る。

教育政策課
子ども育成課

●すべての相談に対して100%対応す
る。

青尐年センターに青尐年相談員１人
を配置して相談に対応した。

●すべての相談に対して100%対応す
る。

●相談件数　→　145件　すべての
相談に対して100%対応した。

82

地域での相談・支
援体制の整備

民生委員児童委員と連携し、４か月健診での活動紹介や保
健師との同行訪問、新生児訪問などでの近所の相談相手の
紹介など、子育てが孤立しないように乳児期から気軽に相
談できる支援体制を整備する。また、親同士の交流や、気
軽な相談相手・話し相手として継続的に子育てを支援する
地域の子育てサロンやサークルにつなぐ仕組みを整備す
る。

子ども家庭課
保健福祉政策課
子ども育成課

妊娠時期から相談できる体制づくり
強化。地域での相談・支援体制の整
備。

妊娠時期から相談できる体制づくり
の強化及び地域での相談・支援体制
の整備。
生後２か月頃までの乳児家庭につい
て主任児童委員が訪問し、地域の情
報提供等を行うとともに、支援が必
要な家庭を市や関係機関につなぐ。

民生委員児童委員の協力により、生
後２か月頃までの乳児家庭に対し訪
問し、地域の情報提供等を行うとと
もに、支援が必要な家庭が市や関係
機関につながった。

★希望があった家庭に対する主任児
童委員による訪問実施率100％を目
指す。

★希望者246人の内195人について、
主任児童委員による訪問を実施した
(実施率79.3%)

数値目標（H26まで） 平成24年度実績事業名（後期） 事業概要（後期計画） 所　管　課
事業
No

目標 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（6）ひとり親家庭への支援

83

母子生活支援施設
入所事業

母子家庭の母が、生活上のさまざまな問題のため、子ども
の養育を十分にできない場合に、母子生活支援施設で保護
し、自立に向けた生活を支援する。

子ども家庭課 早期自立に向けて支援する。 自立に向けて支援する。 自立100％を目指したが、24年度の
実績は0件だった。

★100％早期自立に向けた支援をす
る。

★入所実績　0件

84

保育所の優先入所 未就学児のいるひとり親家庭に対して、保育所入所時の優
先度を高め、安心して就労・求職活動などが行えるよう図
る。

子ども育成課 ●待機児童数　→　０人 未就学児のいるひとり親家庭が安心
して就労・求職活動等が行えるよ
う、保育所入所時の優先度をアップ
する。

ひとり親家庭の児童については保育
所入所調整において入所判定指数の
加算を行った。

●待機児童数　→　０人 ●待機児童数　→　年間延べ36人、
ただし、ひとり親家庭は０人

85

児童扶養手当 父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくし
ていない児童について、手当を支給する。（支給要件あ
り）

子ども家庭課 対象者を把握し、滞りなく支給す
る。

制度の周知を図る。 児童扶養手当制度について広報紙、
ホームページで周知を行った。

★年１回広報紙、ホームページで周
知する。

★年１回広報紙で、ホームページで
は広報紙掲載時以降、継続して周知
した。

86

ひとり親家庭等医
療費

母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母
のいない児童を対象に医療費の自己負担相当額（一部自己
負担あり）を助成する。（支給要件あり）

子ども家庭課 対象者を把握し、滞りなく助成す
る。

制度の周知を図る。 ひとり親家庭等医療制度について広
報紙、ホームページで周知を行っ
た。

★年１回広報紙、ホームページで周
知する。

★年１回広報紙で、ホームページで
は広報紙掲載時以降、継続して周知
した。

87

母子自立支援相談
事業

母子自立支援員が母子家庭の母および寡婦の生活全般につ
いて、相談対応や自立に必要な情報提供や指導・支援を行
う。

子ども家庭課 自立に向けた支援を行う。 ●相談員数　→　３人 自立に向けた支援を行う。 すべての相談に対して100%対応し
た。

★すべての相談に対して100%対応す
る。

★すべての相談に対して100%対応し
た。

88

母子家庭等日常生
活支援事業

母子家庭の母、父子家庭の父が、自立のための資格取得や
疾病などにより、一時的に生活援助が必要となった場合
に、家庭生活支援員を派遣し、その生活を支援する。

子ども家庭課 啓発推進。 制度の周知を図る。 母子家庭等日常生活支援事業につい
て、広報紙、ホームページで周知を
行った。

★年２回広報紙、ホームページで周
知する。

★年２回広報紙で、ホームページで
は広報紙掲載時以降、継続して周知
した。利用は、0件だった。

89

自立支援教育訓練
給付金

母子家庭の母に対し、市が指定する職業能力開発のための
講座の受講料の一部を支給する。

子ども家庭課 ●受給者の就職率　→　100％ 母子家庭の母の自立促進を図る。 受給者は、0件だった。 ●受給者の就職率　→　100% ◆受給実績　0件

90

高等職業訓練促進
給付金

母子家庭の母が、経済的自立に効果的な資格（看護師・介
護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士）を取得する
ための養成機関に２年以上修業する場合に、訓練期間中の
生活費の負担を軽減するため、一定期間、給付金を支給す
る。

子ども家庭課 ●受給者の就職率　→　100％ 母子家庭の母の自立促進を図る。 高等職業訓練促進給付金の支給を通
じて、母子家庭の母の自立促進を
図った。受給者数10人中、修了者数
４人。

●受給者の就職率　→　100％ ●受給者の就職率　→　50％
修了者４人のうち、就職内定者２
人。他２人は、修学継続中。

91

養育費についての
啓発

母子家庭および父子家庭の児童が養育費を確保できるよ
う、養育費の取り決めや取得促進に関する啓発を推進す
る。

子ども家庭課 啓発推進。 母子家庭等修業・自立支援センター
が行う相談の周知を図る。

母子家庭等就業・自立支援センター
が行う養育費相談について広報紙、
ホームページで周知した。

★広報紙１日号で周知を図る。 ★広報紙毎月1日号で、ホームペー
ジでは広報紙掲載時以降、継続して
周知した結果、養育費相談件数は、
６件だった。

数値目標（H26まで）事業名（後期）
事業
No

事業概要（後期計画） 所　管　課 目標 平成24年度目標 平成24年度実績 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（7）子育て経費の支援

92

重度障害者医療 小学校１年生以上の重度の心身障害児（身体障害者手帳
１・２級、療育手帳又は判定書の障がいの程度が「A」、
療育手帳「B」かつ身体障害者手帳３級以上、精神福祉手
帳１級）を対象に健康保険や更生医療の自己負担分を一部
負担金を除き公費で負担し、保護者の費用負担軽減を図
る。

国保医療課 対象者を把握し、滞りなく証を交付
するとともに負担した医療費の還付
を行う。

対象者を把握し、滞りなく証を交付
するとともに負担した医療費の還付
を行う。

対象者へ医療証を交付し医療費の一
部助成を行った。

◆平成25年3月末現在対象者数
・県費対象者数：1,637人
・市費対象者数：    84人

93

乳幼児・子ども医
療

小学校６年生までの乳幼児・児童が対象。
３歳未満は入院・入院外とも健康保険や養育医療などの自
己負担分の全額を公費が負担。
３歳以上は入院・入院外とも健康保険や更生医療の自己負
担分の一部負担金を除き、公費で負担し、保護者の費用負
担軽減を図る。

国保医療課 対象者を把握し、滞りなく証を交付
するとともに負担した医療費の還付
を行う。

市単独事業により対象範囲が拡大し
た中で、対象者を把握し、滞りなく
証を交付するとともに負担した医療
費の還付を行う。

対象者へ医療証を交付し医療費の一
部助成を行った。

◆平成25年3月末現在対象者数
・県費対象者数(3歳未満：2,557
人)・(3歳以上就学前：3,351人)

・市費対象者数(3歳以上～就学前：
87人)・(小学1～6年生：5,159人)

94

私立幼稚園就園奨
励費補助事業

就学前教育の充実のため、私立幼稚園就園者に対して就園
奨励費補助金を交付し、保護者の費用負担軽減を図る。

子ども育成課 対象者を把握し、滞りなく支給す
る。

対象者を把握し、滞りなく支給す
る。

対象者を把握し、滞りなく支給し
た。

★対象者　→　未支給０人 ★対象者　→　未支給０人

95

保育料保護者負担
金

保育料の保護者負担金について、国の徴収基準額の保護者
負担金の軽減を国・県へ働きかける。

子ども育成課 保育料の保護者負担金について、国
の徴収基準額の保護者負担金の軽減
を国・県へ働きかける。

保育料の保護者負担金について、国
の徴収基準額の保護者負担金の軽減
を国・県へ働きかけた。

96

重度心身障害者年
金（再掲）

身体障害者福祉法および知的障害者福祉法・精神保健およ
び精神障害者福祉に関する法による重度障がい者の満20歳
未満の障がい児に対して支給する。

福祉課 対象者を漏れなく把握し速やかに手
当を支給する。

対象者を漏れなく把握し適正に手当
を支給する。

20歳未満の重度の障害児を対象に、
月額2,000円を支給。

◆実人員121人
　支給合計2,374,000円

97

障害児福祉手当
（再掲）

重度障がい児（20歳未満であって、政令で定める程度の重
度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介
護を必要とする障がい児）に対して支給する。

福祉課 対象者を漏れなく把握し速やかに手
当を支給する。

対象者を漏れなく把握し適正に手当
を支給する。

日常生活において常時特別の介護を
必要とする20歳未満の在宅の重度障
害者に月額14,280円を支給。

◆実人員93人
　支給合計14,645,450円

98

児童手当
子ども手当

中学校修了前（15歳到達後最初の３月31日）までの児童が
対象で、保護者の申請に基づき支給要件に該当すれば、手
当を支給する。

子ども家庭課 対象者を把握し、滞りなく支給す
る。

制度の周知を図る。 対象者を把握し、滞りなく支給し
た。

★年１回広報紙、ホームページで周
知する。

★年１回広報紙、ホームページで周
知するとともに、対象者を把握して
100％支給した。

99

特別児童扶養手当 精神または身体が障がいの状態（政令で定める程度以上）
にある20歳未満の児童が対象で、保護者の申請に基づき支
給要件に該当すれば、手当を支給する。

子ども家庭課 対象者を把握し、滞りなく支給す
る。

制度の周知を図る。 特別扶養手当制度について広報紙、
ホームページで周知を行った。

★年１回広報紙、ホームページで周
知する。

★年１回広報紙で、ホームページで
は広報紙掲載時以降、継続して周知
した。

平成24年度実績数値目標（H26まで）事業名（後期）
事業
No

事業概要（後期計画） 目標所　管　課 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（8）障害のある子ども・適応に不安のある子どもを持つ親への支援　《重点施策》

100

障害児の育ち支援 障がい児を持つ親が気軽に相談できる体制を整備するとと
もに、保健師などの専門職が訪問して、健康維持指導や関
係機関の紹介や仲介などを実施し、障がい児の育ちの支援
や親のストレス解消を図る。また、発達支援センターに専
門職を配置し総合相談窓口としての機能を充実させる。

福祉課
発達支援センター
子ども家庭課

障がいの早期発見、早期支援、親へ
の支援充実。
必要に応じて適切な専門機関を紹介
する。

●相談には100%対応し、個人にあわ
せた支援を図る。

センターへの相談にはすべて応じ、
支援に必要な連携調整を行う。ま
た、センターの療育部門『のぞみ
園』への希望は全て対応できるよう
管理運営を行う。
障がいの早期発見、早期支援、親へ
の支援充実。
必要に応じて適切な専門機関を紹介
する。

相談、療育利用希望者には100％対
応できた。

●相談には100%対応し、個人にあわ
せた支援を図る。
相談総数1,700件程度。必要な連携
調整は2,000件程度。療育部門『の
ぞみ園』は、年間登録人数110名延
利用者数2,000件程度。

●相談、療育利用希望者には100％
対応できた。
◆【総合相談】相談総数：2,359
件。（内訳）窓口相談：22件、電話
相談：1,392件、個別面談：945件
【相談後の支援構築のための連携調
整】1,208件
【保育所・幼稚園出前子育て相談】
20園実施、12件相談受付

101

短期入所事業 障がい児を自宅で介護している家族が、何らかの理由で、
一時的に介護できない場合に、一時的に施設においてケア
を行い、家族の負担の軽減を図る。

福祉課 短期入所の必要が生じた場合、速や
かに対応できるようサービス決定事
務などを滞りなく行う。

短期入所の必要ができた場合に、
サービスがすぐ受けられるよう、速
やかに調査等を実施し、決定を行
う。

申請・相談後、速やかに調査等を実
施し決定を行った。

平成25年3月末支給決定者数
●短期入所49人

102

障害児放課後等対
策事業

市内に居住する小・中学校の特別支援学級および特別支援
学校の小・中・高校に通学している児童が放課後、土曜
日、長期休暇に通所することにより、児童の健全育成と保
護者の負担軽減を図る。

福祉課 利用申し込み（定員概ね10人）が多
い長期休暇などに対応するため、引
き続き別の場所でも実施する。

障害者自立支援法に基づく放課後等
デイサービスにし充実を図る。

河東小学校余裕教室において、放課
後や長期休暇等に放課後等デイサー
ビスを実施した。

●延べ利用者数2,874人

平成24年度実績数値目標（H26まで）目標所　管　課事業名（後期）
事業
No

事業概要（後期計画） 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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子育てにやさしいまちづくり
（1）地域での子育て支援体制づくり　《重点施策》

103

コミュニティ組識
との連携

地域での子育て支援を推進するため、コミュニティ組織へ
の関係者・団体の参加を促進する。地域のコミュニティ広
報や講座の開設、チラシの配布などにより子育てに関する
啓発を行う。

子ども育成課
コミュニティ課

全てのコミュニティ運営協議会と部
会などに出席するなど連携を図る。

●青尐年育成関係部会出席率　→
100％

青尐年育成部会長会議を開催し、各
地区コミュニティ運営協議会と子育
て団体とをつなぐ。
全てのコミュニティ運営協議会と部
会などに出席するなど連携を図る。
青尐年育成部会と子育て団体の顔合
わせを行う。

全てのコミュニティ運営協議会と部
会や行事に参加するなどの連携を
図った。
部会長会議を開催した。

●必要とされる青尐年育成関係部会
への出席率　→　　100％
★青尐年育成部会と子育て団体との
連携会議　→　１回

●必要とされる青尐年育成部会への
出席率　→　100％
★青尐年育成部会の部会長会議にお
いて情報交換と情報提供を行った。
→　１回

104

子育て支援ボラン
ティアの養成

地域において子育てに悩みを持つ親の相談や子育て中のグ
ループの活動を支援するため、子育て支援ボランティアを
育成し、子育て支援の輪を広げる。

子ども育成課 子育て支援ボランティア講座の開
催。

●子育て支援ボランティア講座参加
者数　→　１回あたり30人
●講座の開催　→　年５回

子育て支援ボランティア講座の開
催。

子育て支援ボランティア講座を開催
した。その中で、ボランティア体験
プログラムを導入した。

●子育て支援ボランティア講座参加
者数　→　１回あたり20人以上
●講座の開催　→　年６回

●子育て支援ボランティア講座参加
者数　→　延べ49人
●講座の開催　→　年６回
★ボランティア体験プログラム参加
→　延べ16人

105

コミュニティ・セ
ンター機能の整備

地域住民の交流、まちづくりの拠点となるコミュニティ・
センターに乳幼児連れの保護者が安心して子どもを遊ば
せ、保護者同士の交流や多様な世代の人々が交流できる場
を設置する。また、青尐年が活用できるような機能設定を
図る。

コミュニティ課 コミュニティ・センター整備に合わ
せて全てのコミセンに整備し推進す
る。

河東コミュニティ･センターにおけ
るキッズスペース（幼児トイレ、授
乳室等）の整備。

河東コミュニティ･センターにおけ
るキッズスペース（幼児トイレ、授
乳室等）の整備完了。

106

子育てに関する
ネットワークの整
備

親と子どもを取り巻く地域の関係機関や関係者が連携し、
地域ぐるみで情報交換や啓発、情報提供、相談活動、子育
てに関する地域の課題に取り組んでいけるよう、行政およ
び地域での子育て支援のためのネットワークづくりを促進
する。

子ども育成課 ●子育て関係連携会議の開催　→
年３回
●サロン連携会議の開催　→　年２
回

子育て関係機関連携会議を開催し、
情報交換を行う。
子育てサロン連携会議の開催し、情
報提供を行い連携を図る。

子育て関係連携会議を開催した。
子育てサロン連携会議の開催し、情
報提供を行い、連携を図った。

●子育て関係連携会議　→　年２回
●子育てサロン連携会議　→　年２
回

●子育て関係連携会議　→　年２回
●子育てサロン連携会議　→　年２
回

107

大学との連携によ
る子育て支援ボラ
ンティアのサポー
ト

子育て支援ボランティアの資質の向上や技術的なサポート
をするために、市内の大学と連携し、研修会や講座を開催
する。

子ども育成課
市民活動交流室

市内３大学と連携した活動に対し、
人づくりでまちづくり事業補助金な
どを活用して、支援を行う。

市内３大学と連携した市民活動に取
り組む団体に対し、運営面や財政的
な支援を行う。

日本赤十字九州国際看護大学と連携
し、大学の教授による授乳育児相談
（おっぱいケア）を実施した。

◆授乳育児相談（おっぱいケア）
→　７組

108

青尐年育成団体の
支援

青尐年の健全育成を目的とした関係諸団体に指導･助言を
行い、活性化を図る。また、青尐年センターを活動拠点と
して無償提供する。

子ども育成課
コミュニティ課

●子ども会・子ども育成会研修会参
加者 →　年30人
●非行防止・救命講習会参加者　→
年150人
●青尐年センター利用登録団体　→
30団体以上

子ども会役員の資質向上のため、子
ども会・子ども育成会研修会を開催
する。
子どもの健全育成にかかわる人たち
の資質向上を目的に、非行防止・救
命講習会を開催する。
活動団体の活動拠点として、青尐年
センターの利用登録団体が増加する
よう啓発を行う。
青尐年育成部会長会議を開催する。

子ども会役員の資質向上のため、子
ども会・子ども育成会研修会を開催
した。
子どもの健全育成にかかわる人たち
の資質向上を目的に、非行防止・救
命講習会を開催した。

●子ども会・子ども育成会研修会参
加者　 →　年30人
●非行防止・救命講習会参加者　→
150人以上
●青尐年センター利用登録団体　→
40団体以上
★青尐年育成部会長会議の開催　→
年３回

●子ども会・子ども育成会研修会参
加者　 →　年77人
●非行防止・救命講習会参加者　→
126人
●青尐年センター利用登録団体　→
38団体
★青尐年育成部会長会議の開催　→
年２回

109

地域の人材活用 地域の人材を「宗像市ボランティアネットワークシステ
ム」で一括登録するとともに、その活用を図る。

市民活動交流室 「宗像市ボランティアネットワーク
システム」を活用して、地域の人材
と市民活動団体などとのコーディ
ネートを行っていく。

ボランティアネットワークシステム
の登録者や地域の人材がコミュニ
ティや市民活動団体などで活動でき
るよう、コーディネートしていく。

ボランティアネットワークにより、
延べ53人が28件の活動を行った。

★地域の人材の活用　→　20人の人
材活用

★地域の人材活用　→　延べ53人、
28か所

110

地域ニーズの把握 地域ニーズを把握するため、アンケート調査を行う。 経営企画課
子ども育成課

必要に応じて実施する。 ●ニーズ把握の調査　→　年１回 必要に応じて実施する。 2,000件の市民意識調査を実施、820
件が回答。

●ニーズ把握の調査　→　年１回 ●ニーズ把握の調査　→　年１回
2,000件の市民意識調査を実施、820
件が回答。

平成24年度実績数値目標（H26まで）所　管　課事業概要（後期計画）事業名（後期）

基本方針3

事業
No

目標 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（2）相談員の充実と質的向上

111

子育て相談対応関
係者の研修の充実

多様化、複雑化する相談内容に的確に対応するため、関係
機関相互の情報交換を促進し、家庭児童相談員や民生委員
児童委員、健診スタッフなどの相談員を対象とした研修の
充実に努める。

子ども家庭課
保健福祉政策課
教育政策課

相談員の質の向上、情報交換の推
進。

相談員の質の向上、情報交換の推
進。
民生委員児童委員（主任児童委員を
含む）を対象とした研修会を実施す
る。
県等が行う研修会に参加し、家庭児
童相談室相談員の資質の向上を図
る。

国・県などが主催する児童相談関係
専門研修を受講し、専門性の向上を
図った。
宗像市民生委員児童委員協議会児童
部会研修を実施した。（県発達支援
センターの見学、説明）

★県が開催する初任者研修会に参加
する。
★県社協が主催する子育て支援研修
会に参加する。

★児童相談関係専門研修受講：14回
（家庭児童相談室職員、相談員６人
受講）
★県社協が主催する子育て支援研修
会に主任児童委員3名が参加した。

112

子育て相談機関の
連携の充実

親が気軽に相談できるよう、子育て支援センターや青尐年
センター、家庭児童相談室、民生委員児童委員、宗像児童
相談所をはじめ関係機関、関係各課のネットワークを充実
する。

子ども家庭課
保健福祉政策課
子ども育成課
教育政策課

関係機関の連携強化、効果的な事業
の推進。
連携会議を必要に応じて開催。

関係機関の連携強化、効果的な事業
の推進。
連携会議を必要に応じて開催。
生後２か月頃までの乳児家庭に主任
児童委員が訪問し、相談対応や情報
提供等を行うとともに、支援が必要
な家庭を市や関係機関につなぐ。
子育て関係機関連携会議での情報交
換を進める。

子育て関係機関連携会議を開催し、
子育て支援に関する相談等の情報交
換や事業の連携を図った。
生後２か月頃までの乳児家庭に主任
児童委員が訪問し、相談対応や情報
提供等を行うとともに、支援が必要
な家庭を市や関係機関につないだ。

★子育て関係機関連携会議を年３回
実施予定。

★子育て関係連携会議　→　年２回

平成24年度実績数値目標（H26まで）目標所　管　課事業概要（後期計画）
事業
No

事業名（後期） 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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（3）地域社会での子育て意識の高揚　《重点施策》

113

男性の子育て参加 親子で参加しやすい講座を企画し、夫婦ともに子育てをす
るきっかけ作りや意識啓発を図る。特に、男性の子育て参
加を促し、子育て力向上を支援する。また、男性も利用し
やすいよう、毎月第２土曜日に子育て支援センターを開館
する。

男女共同参画推進課
子ども育成課
子ども家庭課

●親子で参加しやすい講座の開催
→　年２回以上

男性の家庭参画を目的とした講座を
実施する。また、男性の参加を促す
ため、土日に講座を開催する。
男性の家事・育児参画を促すことを
目的に、親子で参加しやすい講座を
実施する。

子育て支援センターを毎月第2土曜
日に開館した。また、子育て支援講
座等を土曜日に開催した。
男性の家庭参画を目的として、母の
日講座「パパと作ろう！ママの顔パ
ン」（日曜開催）と親子遊び講座
「パパとママと子どもの輪」（土曜
開催）を実施した。

★子育て支援講座２回実施。
●親子で参加しやすい講座の開催
→　年２回以上

●子育て支援センター（土曜日開
館）　→　12回
参加者　→　560人（うち、男性52
人）
●のびのび子育て応援セミナー（土
曜日開催）　→　１回
講座参加者　→　60人（うち、男性
8人）
●トゥインクル☆クラブ（土曜日開
催）　→　２回
講座参加者　→　53人（うち、男性
6人）
●赤ちゃんくらぶ　→　12回
参加者　→　子ども134人、大人179
人（うち、男性36人）
★子育て支援講座２回実施。
（内訳）母の日講座（男性13人、子
ども20人参加）
親子遊び講座（女性25人、男性8
人、子ども24人参加）

114

チャレンジ支援 子育てでいったん仕事を中断した方の再チャレンジを支援
するため、就労支援を目的とした資格取得講座や就業相談
事業の充実を図る。

男女共同参画推進課 就業相談事業の周知。 ●各種パソコン講座の実施　→　年
６回

就労支援を目的とした資格取得講座
の実施及び就労支援セミナーを開催
する。

就労支援を目的とした資格取得講座
及び就労支援セミナーを実施した。
当初、資格取得講座を6講座実施す
る予定であったが、パワーポイント
初級検定講座については人数が集ま
らず講座が不成立となった。

●パソコン講座を４講座、簿記３
級・医療事務講座を各１講座、就労
支援セミナーを１回実施予定。

●パソコン講座（ワード３級・エク
セル３級）３講座実施。日商簿記３
級検定講座、医療事務検定講座を各
１講座実施。
就労支援セミナーを２回実施した。

115

市子どもまつり 幼児から高齢者までが楽しく参加し、異年齢交流をすると
ともに、子どもが参画できるまつりを開催する。

子ども育成課 ●実行委員会参加団体　→　45団体
●子ども実行委員会公募委員　→
20人
●来場者数　→　1回当り15,000人

子どもの体験活動や事業参画の場と
して子どもまつりを開催する。
リーダー育成のために子ども実行委
員会を組織する。

子どもの体験活動や事業参画の場と
して子どもまつりを開催した。
リーダー育成のために子ども実行委
員会を組織した。
学童まつりとの同時開催をした。

●実行委員会新規参加団体　→　５
団体
●子ども実行委員会公募委員　→
20人
●来場者数　→　１回当り10,000人
超

●実行委員会新規参加団体　→　４
団体
●子ども実行委員会公募委員　→
22人
●来場者数　→　１回当り10,000人
超

116

ワーク・ライフ・
バランスについて
の啓発

男性も女性もいきいきと働くことができ、家族との充実し
た時間や地域活動への参加の時間が持てるなど健康で豊か
な生活が送れるよう、仕事と家庭の調和の実現を目指す。

男女共同参画推進課 各地区コミュニティや市内事業所へ
啓発活動の推進。

●講演会の実施　→　年１回以上 ワーク・ライフ・バランスの実現を
目指し、講演会の開催や事業所訪問
などを行い、意識啓発を進める。

講演会「笑って考えよう。家族のこ
と、仕事のこと、未来のこと」を1
回実施した。
人権対策課と共催による事業所訪問
については、今年度は実施できな
かった。

●講演会や講座を２回実施予定。 ●講演会や講座を２回実施した。
講演会１回（女性110人、男性30人
参加）講座１回（女性26人、男性１
人参加）

117

子育て中の親の意
識改革

男女の固定的役割分担意識の解消を図り、家庭で男女が家
事や子育てを共に担うことの大切さを啓発する。

男女共同参画推進課 ●妊婦や乳幼児の親を対象とした講
座や講演会の実施　→　年５回以上

男女が協力して家事や育児に取り組
むよう意識啓発を行う。

他課との共催による講座を実施し、
講座のなかで意識啓発を行った。

●妊婦を対象とした講座を４回実
施。

●妊婦を対象とした講座を４回実施
した。
たまご学級（女性27人参加）

世代間交流支え合
い事業

高齢者の生きがいづくりや子どもの健全育成を目的とした
幼老共生事業のモデル事業として世代間交流支え合い事業
を実施する。

保健福祉政策課
子ども育成課

高齢者の生きがいづくりや子どもの
健全育成を目的とした幼老共生事業
のモデル事業として世代間交流支え
合い事業を実施する。

●世代間交流支え合い事業実施　→
２か所

世代間交流の場となる高齢者の居場
所づくりの開設を支援して子どもの
健全育成に寄与する。

世代間交流の場を開設し、ミニコン
サート、シアター館、移動販売車、
福岡教育大落語などを定期的に実施
した。

●世代間交流支え合い事業実施　→
２か所

●世代間交流支えあい事業実施　→
１ヶ所
参加高齢者数　→　2,102人
子ども　→　60人

平成24年度実績数値目標（H26まで）事業概要（後期計画） 目標所　管　課
事業
No

事業名（後期） 平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

19



（4）保育所・幼稚園への支援

118

保育士・幼稚園教
諭研修への助成

子どものすこやかな発達に重要な役割を担っている保育
士・幼稚園教諭の資質を向上させ、多様化、複雑化する保
育ニーズに対応するために、大学での短期研修、専門機関
での研修など、保育士・幼稚園教諭の研修に対して補助を
行う。

子ども育成課 ●保育士・幼稚園教諭研修の実施→
年１回

保育所保育士・幼稚園教諭研修事業
に補助を行い、職員の資質向上を図
り、多様化、複雑化する保育ニーズ
に対応する。

職員の資質向上を図り、多様化、複
雑化する保育ニーズに対応するた
め、市主催で保育所保育士・幼稚園
教諭合同研修の実施した。また、保
育所保育士・幼稚園教諭研修事業に
補助金を支給した。

●市主催、保育所保育士・幼稚園教
諭合同研修の実施　→　年１回
★保育士・幼稚園教諭の専門機関等
研修受講推進　→　1人30,000円助
成する

●市主催、保育所保育士・幼稚園教
諭合同研修の実施　→　年１回(266
人参加)
★保育士・幼稚園教諭の専門機関等
研修受講推進　→　1人上限30,000
円助成した。

119

離島における私立
幼稚園運営への助
成

離島における私立幼稚園の運営を可能にし、島で幼児教育
が行える環境を保つため、離島における幼稚園運営に対し
補助を行う。

子ども育成課 地島における幼稚園数１園。 離島振興策の一環として地島分園運
営費の補助を行い、地島での幼稚園
運営が成り立つようにする。

離島振興策の一環として、地島での
幼稚園運営が成り立つように地島分
園運営費の補助金を支給した。

★運営費赤字補填　→　上限500万
円を助成する

★運営費赤字補填　→　上限500万
円を助成した。

120

保育所・幼稚園に
おける障害児教育
振興のための助成

幼児教育を受けるにあたり、補助員が必要な幼児を受け入
れている保育所・幼稚園の経費負担を軽減するため、補助
員の経費に対し、補助を行う。

子ども育成課 （再掲）●障がい児受入れ施設数
→　市内20ヶ所（保幼全園）

全保育園・幼稚園に対し障害児の保
育を推進し、障害児の教育の振興、
処遇の向上を図る。

全保育園・幼稚園に対し障害児の保
育を推進し、障害児の教育の振興、
処遇の向上を図った。

（再掲）●障がい児受入れ施設数
→　市内20か所（保幼全園）

（再掲）●障がい児受入れ施設数
→　市内20か所（保幼全園）

121

★保育所特別保育
事業（再掲）

保育所の保育サービスメニュー（乳児保育（０歳児）、障
がい児保育、時間延長保育、開所時間延長促進、地域に開
かれた保育所とするための地域活動、休日保育、特定保
育、一時保育、へき地保育）で、市民の保育ニーズに応じ
た事業の充実を図る。

子ども育成課 ●【実施箇所数】
 特別保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　４園
 へき地保育事業　→　１園

仕事等の社会的活動と子育て等の家
庭生活との両立を容易にするととも
に子育て負担感を緩和し、安心して
子育てができるような環境整備を総
合的に推進し、時代に即応した保育
ニーズを充実する。

仕事等の社会的活動と子育て等の家
庭生活との両立を容易にするととも
に子育て負担感を緩和し、安心して
子育てができるような環境整備を総
合的に推進した。

●【実施箇所数】
 延長保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　６園（１園
増）
 へき地保育事業　→　１園

●【実施箇所数】
 延長保育事業　→　11園
 休日保育事業　→　１園
 特定保育事業　→　１園
 一時保育事業　→　６園
 へき地保育事業　→　１園

122

保育所施設整備事
業

保育の需要増加による保育所の定員増に合わせ施設整備を
伴う場合、および老朽化による改築を行う場合を対象に補
助を行う。

子ども育成課 ●保育定数　→　1,200人 市内認可保育所施設の増改築によ
り、待機児童０人を目指した施設の
整備を図る。今年度は50人定員
（H25.４月から）増の施設整備を実
施。

平成25年4月からの定員増を伴う施
設整備を行った。
西海保育園160人→180人（20人増）
野ばら保育園70人→100人（30人
増）

平成25年4月からの定員増を伴う施
設整備を行った。1,300人→1,350人
西海保育園160人→180人（20人増）
野ばら保育園70人→100人（30人
増）

●平成25年4月からの定員増を伴う
施設整備を行った。1,300人→1,350
人
西海保育園160人→180人（20人増）
野ばら保育園70人→100人（30人
増）

（5）子どものための医療体制の整備

123

救急医療体制の充
実

小児救急医療が継続できるように関係機関に働きかける。
また、同時に保護者に対して適切な受診への理解を広げる
ように努める。

子ども家庭課 救急医療体制の充実のために、適正
なかかり方を推進。

●すべての子どもにかかりつけ医が
いる。

救急医療体制の充実のために、一次
医療の適正なかかり方を推進するた
め、広報等において周知を行ってい
く。

乳幼児健診査時にかかりつけ医の確
認をした。２か月から予防接種が開
始することもあり95％以上がかかり
つけ医を決めている。

●３歳健診の問診時に、受診者全員
にかかりつけ医がいる

●３歳健診の問診時に、受診者全員
にかかりつけ医がいる　→　95％

（6）子育てを支援する生活環境の整備

124

市営住宅の総合的
な供給計画の策定

老朽化した市営住宅の建替えを随時実施する。 建築課 ●荒開団地の建替えを実施　→　平
成25年度まで

荒開団地建替えのための基本設計及
び実施設計の発注を行う。

当該地が世界遺産緩衝地帯内であっ
たことから基本設計内容を大幅に見
直した結果、不測の日数を要し基本
設計の策定までとなった。

★基本設計の策定　→　１式
★実施設計の策定　→　１式

★基本設計の策定　→　１式
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協働による住宅相
談窓口の充実

｢住マイむなかた｣が開設した｢住宅相談窓口｣を支援し、内
容を拡充する。子育てにふさわしい宗像ブランド住宅の提
案や特色のある住環境整備について、協働による積極的な
施策を展開する。

建築課 子育てにふさわしい宗像ブランド住
宅を供給していく。ひき続き住宅相
談を支援する。

●子育て宗像ブランド住宅の供給
→　延べ20棟
●住宅相談件数　→　延べ1,000件

むなかたブランド住宅「ふるさと安
心の家」の普及促進。
住宅相談事業の継続。

むなかたブランド住宅「ふるさと安
心の家」の普及促進のため、モデル
住宅見学会のほか、モデル住宅にて
ワンデーショップ開催や赤間宿まつ
り時にPR活動を実施した。
住宅相談窓口を予定通り常設した。

●ふるさと安心の家建設１棟以上
●住宅相談件数　→　200件以上

●ふるさと安心の家建設　→　１棟
●住宅相談件数　→　192件

平成24年度目標 平成24年度実績

平成24年度実績

平成24年度実績

数値目標（H26まで）

数値目標（H26まで）

数値目標（H26まで）事業概要（後期計画）

事業概要（後期計画） 目標

所　管　課

目標所　管　課

目標

事業概要（後期計画）
事業
No

事業名（後期）

所　管　課
事業
No

事業
No

事業名（後期）

事業名（後期）

平成24年度目標

平成24年度目標 平成24年度数値目標

平成24年度数値目標

平成24年度数値目標 平成24年度数値実績

平成24年度数値実績

平成24年度数値実績
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モデル的な住宅開
発の誘導

住宅開発にあたっては、地区計画などを活用して、宗像ら
しさを感じさせる「ゆとりある宅地」「緑に囲まれた住環
境」などを考慮した住宅地供給の誘導を図る。

都市計画課 住宅地の規模や緑化に関する地区計
画の設定を行う。

生産年齢人口の定住化を促進するた
めに都市計画制度を活用し、良好な
住環境の誘導を図る。

平成25年3月15日「市優良田園住宅
の建設の促進に関する基本方針」を
策定し、市街化調整区域に自然とゆ
とりの住宅を建築できる制度を導入
した。
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良好な住宅地景観
形成

花いっぱい運動における花苗配布を行う。
住宅都市に相応しい良好な市街地景観の質の向上を図る。

維持管理課 花いっぱい運動の推進。
道路など公共施設の緑化。

花いっぱい運動における花苗配布を
行なう。

花いっぱい運動における花苗配布を
行なった。

★年２回に分けて、合計171,000本の花
苗を配布する。

★年２回に分けて、合計171,000本の花
苗を配布した。

128

沿道、拠点の景観
創造

幹線道路沿線、ＪＲ各駅周辺、大規模施設などは緑の基本
計画による緑化や周辺景観と調和するよう誘導する。

建設課 幹線道路および駅前広場の緑化を進
める。

土穴須恵線区画整理区域外の道路植
栽の実施。

土穴須恵線区画整理区域外の道路植
栽の完了。

★土穴須恵線区画整理区域外の道路
植栽(260m)実施。

★土穴須恵線区画整理区域外の道路
植栽(260m)の完了。
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住居表示の推進 住所をわかりやすくする目的で、町の区域とその名称を合
理的なものに変更し、一定の決まりで街区と住居番号を設
定し、住所とする。街区案内板・街区表示板・街区案内表
示板・住居番号表示板・自治会表示板を取り付け、地図が
なくても最短で目的地にたどりつけるようにする。

市民課 必要に応じて住居表示を行う。 事業の予定なし。 事業実績なし。 事業実績なし。
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道路整備 都市計画道路土穴須恵線をはじめとする南北および東西軸
の幹線道路網の整備、市西部の地域拠点である東郷駅北口
とその周辺道路の整備を図る。

建設課 土穴須恵線の整備完了。宗像福間
線、東郷駅前線および東郷駅北口駅
前広場の整備。

土穴須恵線の工事発注。東郷駅前線
及び東郷駅北口駅前広場の調査測量
設計業務の完了及び一部の用地補償
交渉に着手。

土穴須恵線の工事の発注完了。東郷
駅前線及び東郷駅北口駅前広場の調
査測量設計業務の完了と一部の用地
補償交渉に着手済み。

●土穴須恵線の工事発注を実施し、道
路供用開始。東郷駅前線及び東郷駅
北口駅前広場の調査測量設計業務の
完了及び一部の用地補償交渉の実
施。

●土穴須恵線の工事発注を実施し、暫
定で道路供用開始済み。東郷駅前線
及び東郷駅北口駅前広場の調査測量
設計業務の完了と一部の用地補償交
渉の実施済み。
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日常生活を支える
道路の整備

日常生活で利用する道路は、一定の幅員確保に努め、自動
車の円滑な通行や、歩行者および自転車の安全性、利便性
の向上、防災性にも配慮した整備や快適な道路環境の保
持、道路橋梁などの効果的な維持補修を図る。

建設課 生活道路整備の推進。 市内各地の生活道路整備工事及び測
量設計業務の実施。

市内各地の生活道路整備工事及び測
量設計業務の完了。

●市内各地の生活道路整備工事を９路
線、測量設計業務を５路線実施する。

●市内各地の生活道路整備工事を９路
線、測量設計業務を７路線の完了。
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道路環境の充実 道路、側溝などの整備、補修、清掃を適宜行なう。 維持管理課 歩行者、自動車が安全に通行できる
ようにする。

道路や側溝等の整備、補修を行い良
好な道路環境の維持を図る。

道路や側溝等の整備、補修を行い良
好な道路環境の維持が図られた。

◆244件の側溝布設や道路の舗装を補
修した。
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コミュニティバス
（ふれあいバス）
の整備

市内で循環するふれあいバスの利便性向上を図ることによ
り、病院、商業地域、公共施設、駅との交通アクセスを強
化する。

生活安全課 拠点をくりえいと・赤間駅を中心に
新路線を提案する。

●新路線の提案　→　平成24年度ま
で

平成25年４月１日の改正に向けた路
線・時刻の見直しを行い、新たな路
線・時刻を決定する。

サンリブくりえいとを中心とする路
線・時刻の改正を行い、平成25年4
月1日から運行を開始した。
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バス関連施設の拡
充

バス利用者の利便性の向上やバス交通の安全性の確保のた
め、バスカット、バスターミナルなどの関連施設の拡充を
行う。また、高齢者や身障者に配慮したバリアフリーの推
進などについて、道路管理者や民間事業者などの関係機関
への要望や整備を行う。

生活安全課 都市計画道路の整備（田熊、くりえ
いと周辺）を道路管理者などへ要望
を行う。
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公共交通ネット
ワークの整備

道路網の整備により、交通ネットワークの形成を進めると
ともに、バス路線については、市民の利便性を最大限配慮
しながら国土交通省、民間事業者などへの要望や調整を行
い、交通体系審議会の中で市民ニーズに即した運行を促進
する。また、市内の鉄道駅への特急の停車便数増など輸送
力の増強について福岡県地域交通体系整備促進協議会な
ど、関係機関と調整しながら、民間鉄道事業者に要望す
る。

生活安全課
秘書政策課

新しい交通体系の構築を、関係機関
と調整しながらJR・西鉄バスに要望
を行う。

市民の利便性向上のため、ＪＲ・西
鉄バスに路線の見直しや時刻の改正
等要望を行う。

市民の利便性向上のため、西鉄バス
に路線の見直しや時刻の改正等要望
を行った結果、平成24年12月1日か
ら鐘崎・津屋崎線の道の駅への乗り
入れと平成25年4月1日からＪＲ東郷
駅からユリックスへの路線の運行が
開始された。（但し、運行費の赤字
分は市が負担する。）
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標識などの適切な
情報の提供

市内外の公共施設をはじめ、観光施設などへのアクセスな
ど、スムーズな交通を誘導するため、サイン標識など適切
な情報を提供するシステムの整備を図る。

維持管理課 道路利用者に対し、適切な情報提供
を行なう。

道路網の変更に伴うサイン標識や道
路標識の修正等を行い、適切な情報
提供を行う。

道路網の変更に伴うサイン標識や道
路標識の修正等を行い、適切な情報
提供を行った。

◆59件の道路反射鏡等の設置をし
た。

当初の目的を達成したため事業終了 

21



（7）子どもを犯罪などから守るための活動の推進

137

地区連絡所の機能
強化

各区地域における犯罪の予防、尐年の非行防止などを推進
するため、防犯連絡員（地区連絡所）や防犯協会を通じ、
ＰＴＡ・地域住民と連携しながら、非行防止活動、防犯指
導・広報活動を行う。また、「こども110番の家」につい
て啓発を行う。

子ども育成課 PTA合同パトロール年間を通し行な
う。
地域の防犯環境を整える。

●青尐年指導員会の実施　→　年３
回
●非行防止研修会の実施　→　年１
回
●救命講習会の実施　→　年１回
●各コミュニティ地区指導員数　→
156人
●刑法犯尐年非行件数　→　75件以
下

市内の非行防止活動の情報の共有化
の為に青尐年指導員会等会長会を開
催する。非行防止パトロールが円滑
に実施されるように、非行防止研修
会を開催する。活動支援者の資質向
上の為に救急救命講座を開始する。
広域での非行行為を防止するため、
非行防止活動広域活性化事業に参加
する。

3市1町青尐年問題情報交換会に青尐
年指導員と一緒に参加し、7月と11
月に青パトによる１週間の防犯パト
ロールを実施した。
また、６月に非行防止研修会７月に
救急救命講習会を開催した。

●青尐年指導員会の実施　→　年３
回
●非行防止研修会の実施　→　年１
回
●救命講習会の実施　→　年１回
●各コミュニティ地区指導員数　→
156人
●刑法犯尐年非行件数　→　75件以
下

●青尐年指導員会の実施　→　年３
回
●非行防止研修会の実施　→　年１
回
●救命講習会の実施　→　年１回
●各コミュニティ地区指導員数　→
149人
●刑法犯尐年非行件数　→　73人

138

家庭・地域・学校
が一体となった活
動の推進

「地域の子どもは、地域で育てる」という考えの基に、各
コミュニティ地区での子どもの健全育成について支援する
体制を確立するなどにより、家庭・地域・学校が一体と
なった青尐年健全育成教育の推進を図る。
　また、子ども会やＰＴＡなどの地域活動の活性化を図る
とともに、教育やボランティアの活用により、ＰＴＡをは
じめ、子ども会、青尐年指導員会の情報の共有化などによ
る他機関との連携を進める。

子ども育成課
コミュニティ課

●子ども会代表者会議の開催　→
年２回
●各13地区コミュニティ青尐年部会
の参加　→　年12回
●家庭教育学級担当者研修の開催
→　年２回
●PTA会長会議の開催　→　年３
回。

各地区で行われている「学校と地域
の連携事業」を全地区に紹介する。
家庭・地域教育力の向上を目的と
し、家庭教育学級開催を支援する。
情報の共有化のために、子ども会代
表者会議・ＰＴＡ会長会議を開催す
る。併せて13地区のコミュニティ青
尐年育成部会に参加し、情報の収集
及び提供を行う。

家庭・地域教育力の向上を目的と
し、家庭教育学級開催を支援した。
情報の共有化のために、子ども会代
表者会議・ＰＴＡ会長会議を開催し
た。併せて13地区のコミュニティ青
尐年育成部会に参加し、情報の収集
及び提供を行った。

●各13地区コミュニティ青尐年部会
の参加　→　年12回
●子ども会育成会等地区代表者会議
の開催　→　年２回
●家庭教育学級担当者研修の開催
→　年２回
●PTA会長会議の開催　→　年３回
★各地区で行われている「学校と地
域の連携事業」の紹介　→　全地区

●各12地区コミュニティ青尐年部会
の参加　→　年12回
●家庭教育学級実践交流会（担当者
研修）の開催　→　年２回
●PTA会長会議の開催　→　年３回
（うち1回は、雪のため書類送付の
み）
★各地区で行われている「学校と地
域の連携事業」の紹介　→　全地区
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街灯・防犯外灯の
整備

道路における防犯や交通安全を確保するため、各地域が設
置する防犯外灯について、補助などの支援を行う。
また、不特定多数の交通がある道路や自治会による設置が
困難な場所については、当該道路の管理者などと協議しな
がら外灯の設置を推進する。

維持管理課
コミュニティ課

各コミュニティ運営協議会に自治会
から設置要望があるものに補助す
る。
夜間でも安全に道路を通行できるよ
うにする。

街路灯及び直轄防犯灯などの補修、
及び必要に応じて適宜設置を行な
う。
各コミュニティ運営協議会、各自治
会において、適宜実施する。

街路灯及び直轄防犯灯などの補修、
及び必要に応じて適宜設置を行なっ
た。
まちづくり交付金を通して、補助を
行っている。

◆27件の街灯補修を行った。
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住宅団地内の空き
地、空家の有効活
用促進

｢住マイむなかた｣内に｢あんしん住替え研究委員会｣を設置
し、協働による有効な施策の検討と目標達成のための事業
を展開する。
道路、公園整備においては、隅切り、樹木の配置などによ
る見通しの確保や街路灯の配置に配慮する。また、近年増
加傾向にある空地、空家の維持管理強化や利用促進などに
より、犯罪に結びつきやすい市街地環境の改善を図ってい
く。さらに、個々の住区においては、地区計画や建築協定
などの近隣ルールづくりを誘導し、壁面後退や生垣化の促
進などにより、街並みやプライバシーに配慮しながら、一
定の見通しの確保に努める。

建築課
定住化推進室

●住宅団地内の空き地、空家の有効
活用または市場化の実績件数
　→　延べ100件

「空き家空き地バンク」受付窓口業
務を年間を通じて遂行する
空き家・空き地バンクの運用
転入者中古住宅購入補助制度（９月
30日取得分まで実施）の運用
子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制
度の運用
中古住宅の購入＆リフォーム補助制
度の運用
新築住宅建築のための古家解体補助
制度の運用

定住化推進室と協定を締結し「空き
家・空き地バンク」にかかる仲介業
務を年間を通じて遂行した。
宗像市空き家空き地バンクを4月に
開設し、年間を通じて運用を行っ
た。
転入者中古住宅購入補助制度（９月
30日取得分まで実施）を運用した。
子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制
度を運用した。
中古住宅の購入＆リフォーム補助制
度を運用した。
新築住宅建築のための古家解体補助
制度を運用した。

●住宅団地内の空き地、空き家の有
効活用または市場化の実績件数
相談件数＝50件、成約件数＝５件
★空き家の市場取引件数
宗像市転入者中古住宅購入補助金制
度＝40件
空き家・空き地バンク　登録件数50
件、取引件数10件
転入者中古住宅購入補助制度（９月
30日取得分まで実施）５件
子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制
度25件
中古住宅の購入＆リフォーム補助制
度60件
新築住宅建築のための古家解体補助
制度45件

●「空き家・空き地バンク」による
実績件数
相談件数＝79件、成約件数＝15件
★空き家の市場取引件数
・宗像市転入者中古住宅購入補助金
制度＝20件
・空き家・空き地バンク　登録件数
91件、取引件数15件
・転入者中古住宅購入補助制度（９
月30日取得分まで実施）20件
・子育て世帯及び新婚世帯家賃補助
制度228件
・中古住宅の購入＆リフォーム補助
制度43件
・新築住宅建築のための古家解体補
助制度8件
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防犯意識の高揚 定期的に防犯だより・暴力追放パンフレットを各世帯へ配
布したり、市内小中学校児童生徒に啓発ポスターの募集を
行い、防犯意識の高揚を図る。

生活安全課 ●防犯パンフレットの全戸回覧　→
年12回

防犯パンフレットの全戸回覧。 防犯パンフレットの全戸回覧を年12
回実施した。

●防犯パンフレットの全戸回覧　→
年12回

●防犯パンフレットの全戸回覧　→
年12回

142

メディア教育 学校や家庭教育学級および研修会などでメディア（イン
ターネットや携帯電話など）との正しい接し方やメディア
の弊害などについて啓発を図る。

子ども育成課
教育政策課
図書課
子ども家庭課

全小中学校で実施し、学校での啓発
を進める。
メディアへの関わり方について、乳
幼児検診時における啓発パネル展示
及びチラシの配布、赤ちゃん読書
ノートなどを通じて啓発を行う。

●メディアに関する研修会の開催
→　年１回

全小中学校で実施し、学校での啓発
を進める。
メディアへの関わり方について、乳
幼児検診時における啓発パネル展示
及びチラシの配布、赤ちゃん読書
ノートなどを通じて啓発を行う。

全小中学校で実施し、学校での啓発
を進めた。
非行防止研修会においてメディアへ
の関わり方について講演を行なっ
た。
新生児訪問や乳幼児健診時における
啓発を進めた。パネル展示及びチラ
シの配布、赤ちゃん読書ノートなど
を通じて啓発を行った。

●メディアに関する研修会の開催
→　年１回

●非行防止研修会（メディアとの関
わり方）の実施　→　年１回
◆メディアに関する啓発（新生児訪
問件数）　→　670件
◆メディアに関する啓発（乳幼児健
康診査）　→　72回実施
◆実施学校数　→　13小学校、５中
学校
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防犯協会や暴力追
放推進協議会の育
成強化

暴力や犯罪を未然に防ぐため、防犯協会や警察などの関係
機関との情報共有や連絡を密にする。また、地域安全大会
などを実施し、地域の意識向上を図る。

生活安全課 地域安全大会を開催し、地域の意識
向上を図る。

●地域安全大会開催回数　→　年1
回

地域安全大会を開催し、地域の意識
向上を図る。

10月6日に地域安全大会を開催し
た。

●地域安全大会開催回数　→　年１
回

●地域安全大会開催回数　→　年１
回
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県青尐年健全育成
条例に基づく立入
調査の実施

青尐年の健全育成に有害な図書類などの販売や貸付け、買
取などが行われていないか、市内の関係店（書店、コンビ
ニ店、ビデオ店、古書店など）に対し、条例に基づいた適
正な立入調査活動を行う。

子ども育成課 ●条例違反件数　→　０件
●立入調査の実施　→　年２回

青尐年の健全育成を目的とした環境
整備のため、書店・コンビニエンス
ストアー等を対象にした、立ち入り
調査を行い必要な指導を行う。

青尐年の健全育成を目的とした環境
整備のため、書店・コンビニエンス
ストア、携帯電話販売店等を対象に
した、立入調査を7月と11月に行い
必要な指導を行った。

●条例違反件数　→　０件
●立入調査の実施　→　年２回

●条例違反件数　→　０件
●立入調査の実施　→　年２回

平成24年度実績数値目標（H26まで）所　管　課 目標事業名（後期） 事業概要（後期計画）
事業
No

平成24年度目標 平成24年度数値目標 平成24年度数値実績
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145

安全・安心のまち
づくり

各地区コミュニティ代表で組織する推進協議会を中心に関
係機関(消防本部、警察署など)との連携を図り、安全で安
心なまちづくりを推進する。

生活安全課 推進会議を開催し、関係団体との連
携を密にする。

●推進会議の開催　→　年１回以上 推進会議を開催し、関係団体との連
携を密にする。

安全安心なまちづくり推進会議を3
回開催して、関係団体と情報共有及
び連携強化を図った。

●推進会議の開催　→　年１回以上 ●推進会議の開催　→　年３回

23



（8）子どもの交通安全を確保するための活動の推進

146

参加・体験・実践
型の交通安全教育
の推進

参加・体験・実践型の学習方法を取り入れた交通安全教育
について、警察など関係機関と連携して推進する。

生活安全課 ●自転車教室の開催　→　年６回 自転車教室を開催するなど、参加・
体験・実践型の交通安全教育を推進
する。

自転車教室を開催するなど、参加・
体験・実践型の交通安全教育を推進
する。

●自転車教室の開催　→　年６回
（大会含む）

●自転車教室の開催　→　年６回
（大会含む）

147

高齢者と子どもの
交通事故防止

交通弱者と呼ばれる高齢者と子どもの事故を防止するた
め、警察など関係機関と連携して、高齢者と子どもの交通
安全意識を高めるための啓発を強化する。

生活安全課 ●交通啓発チラシの全戸回覧　→
年12回

交通啓発チラシの全戸回覧を行い、
交通安全意識の啓発をはかる。

交通啓発チラシの全戸回覧を12回実
施して、交通安全意識の啓発を図っ
た。

●交通啓発チラシの全戸回覧　→
年12回

●交通啓発チラシの全戸回覧　→
年12回

148

交通安全指導の実
施

違法駐車の撲滅、シートベルト・チャイルドシートの着用
の徹底、運転中の携帯電話使用の禁止など、運転者の交通
マナーを向上するための啓発活動について、警察など関係
機関と連携して推進する。

生活安全課 広報活動を行う。 ●交通安全街頭指導の実施　→　年
２回

交通安全街頭指導を行い、交通安全
マナー向上の啓発をはかる。

春・秋の交通安全運動期間中に、通
学路を中心に交通安全街頭指導を行
い、交通安全マナー向上の啓発を
行った。

●交通安全街頭指導の実施　→　年
２回

●交通安全街頭指導の実施　→　年
２回

（9）推進体制の整備

149

子育て支援連絡会
議

本計画を効果的に推進するために庁内に子育て支援に関係
する課などからなる連絡会議を設置し、施策の進捗状況の
把握や点検、今後における施策の検討、子育て支援に関す
る情報の交換などを行う。

子ども育成課 ●子育て支援連絡会議の開催　→
年２回以上

子育て支援計画の庁内ワーキングで
ある子育て支援会議において内部評
価を行う。

子ども・子育て支援法の成立など、
新たな制度の調査・研究を優先させ
たため、今年度は会議を実施しな
かった。

●子育て支援連絡会議の開催　→
年２回以上

●子育て支援連絡会議の開催　→
０回

150

子育て関係機関連
携会議

庁内の子育て支援に関係する部署、市内の子育て支援関係
団体などからなる連携会議を設置し、各機関の事業取り組
み状況の把握や調整、今後における施策の検討、子育て支
援に関する情報の交換などを行う。

子ども育成課 ●子育て関係機関連携会議の開催
→　年２回以上

子育て関係機関連携会議を開催し、
子育て支援に関する相談等の情報交
換や事業の連携を図る。

子育て関係機関連携会議を開催し、
子育て支援に関する相談等の情報交
換や事業の連携を図った。

●子育て関係機関連携会議の開催
→　年２回以上

●子育て関係連携会議　→　年２回

平成24年度実績数値目標（H26まで）

数値目標（H26まで）
事業
No

所　管　課事業名（後期）

事業名（後期）
事業
No

事業概要（後期計画）

事業概要（後期計画） 所　管　課

目標

目標 平成24年度目標
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