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目標No． 施策・事業内容 担当課 実施状況平成２１年度までの計画目標 平成１８年度実施計画 平成１８年度実施状況 平成１８年度達成度

1-1
1.乳幼児健康支援一時預か
り事業

福祉課

定員を１日６人まで拡充できるよう
検討していきます。

民間医療機関に委託して実施１日
定員４人、定員増について、委託
先と調査･検討

病後児保育室「とんことり」の周
知を図るため、利用案内を作成し
配付
民間医療機関と増員に向けて調整
中 Ｂ

1-1 2.一時的保育事業 福祉課

町立保育園３園、私立保育園３園を
含めて定数２２人まで拡充します。
また、利用の対象範囲の拡大も検討
していきます。

町立保育園３園にて実施、定数１
４人

一時的保育事業の周知を図るた
め、利用案内を作成し配付
・町立３園にて１日平均５人を受
け入
・私立保育園の実施について調整
中

Ｃ

1-1
3.ファミリー・サポート・
センター事業

福祉課

会員の拡大に取り組みます。 会員の拡大に取り組む
・依頼会員　１４０人
・提供会員　　５０人
・両方会員　　２０人
合計２１０人

ファミリー・サポート・センター
の周知を図るため、利用案内を作
成し配付
また、保健センターの乳幼児健診
時にＰＲ活動を実施
平成１８年３月末の会員数見込み
・依頼会員　１４０人
・提供会員　　４６人
・両方会員　　１４人
　合　　計　２００人

Ａ

1-1
4.放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

福祉課

すべての小学校への施設設置と４年
生まで拡充します。その後、全学年
の受け入れ体制を検討します。

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けての調査の実施
長期休業期間の小学４年生の受入
を試行的に実施

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けて教育委員会と設置場
所の検討実施
長期休業期間の小学４年生の受入
を中央・泉・南放課後児童クラブ
にて試行的に実施

Ｂ

1-1 5.保護者の相談事業 学校教育課

町立幼稚園５園で実施していきま
す。
学期１回　全園児対象・随時相談

町立幼稚園５園で実施
保護者との保育相談を実施

町立幼稚園５園で実施
保護者との保育相談を実施

Ａ

1-1 6.子育て相談ダイヤル 福祉課

町・私立保育園、泉児童館子育て支
援センターにて実施を予定します。

・子育て相談について周知を図る
ため、ＰＲ活動の実施。
・平成１９年度開設の子育て支援
センターでの実施に向け準備

・子育て相談について周知を図る
ため、リーフレットにより周知を
実施
・平成１９年度開設予定の子育て
支援センターの実施に向けて、近
隣町の視察を実施

Ｂ

1-1 7.健康相談 保健センター

保健センター（随時）要望のある地
域にて継続実施します。

保健センター随時実施 保健センター随時実施

Ａ

1-1 8.乳幼児健康診査 保健センター

各健診ともに受診率の向上と未受診
児の全数を把握し、実施していきま
す。

各健診月１回
　３～４か月児
　９～１０か月児
　１歳６か月児
　３歳児

各健診月１回
受診率
　３～４か月児    98.2%
　９～１０か月児  98.2%
　１歳６か月児    94.7%
　３歳児          94.6%

Ａ

杉戸町次世代育成支援行動計画に掲げる各施策の実績（平成１８年度）
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1-1
9.乳幼児健全発達支援相談
指導事業

保健センター

＜個別相談＞
・言語相談 　年４２回
・療育相談 　年１２回
・心理相談 　年３６回
＜集団指導＞
・ラッコ教室　年３回
　　（１コース５日間）
・杉の子教室　年３回
　　（１コース６日間）
＜親の会＞　継続して実施していき
ます。

(個別相談）
　言語相談３６回
　療育相談１２回
　心理相談３６回

(集団指導）
　ラッコ教室年３回
　杉の子教室年２回

(個別相談）
　言語相談３６回
　療育相談１２回
　心理相談３６回

(集団指導）
　ラッコ教室年３回
　杉の子教室年２回

Ａ

1-1
10.総合的な子育て支援情報
提供サービス

福祉課

総合的な子育て支援情報の提供でき
る子育て支援センターの設置を検討
します。

・子育て相談について周知を図る
ため、ＰＲ活動の実施。
・平成１９年度開設の子育て支援
センターでの実施に向け準備

・子育て相談について周知を図る
ため、リーフレットを作成しＰＲ
活動の実施。
・子育て支援情報を提供できる職
員の育成のため研修参加
・平成１９年度開設予定の子育て
支援センターの実施に向けて、近
隣町の視察を実施

Ａ

1-1 11.ママパパ教室同窓会 保健センター

年４回実施していきます。 年４回実施 年４回実施

Ａ

1-1 12.ぽっぽはうす 社会教育課

公民館や民間施設を活用し継続して
実施していきます。

利用者増加を図る 昨年度、年間42回の開催に対し
て、12月現在で51回開催

Ａ

1-1
13.空き店舗等を活用した子
育て施設の検討

福祉課

他の機関と連携のうえ調査 未調査

Ｅ

産業課
該当施設があった場合は調査 未調査

Ｅ

1-2 1.保育サービスの提供 福祉課

定員に対して約１５％の受け入れ拡
大を実施します。認可外保育施設の
認可化を推進します。認可外保育施
設の指導監督は継続して実施しま
す。

定員に対して約１５％の受け入れ
拡大
町立３園　定員 ２５０人
私立３園　定員 １０７人
合計６園　定員 ３５７人
認可外保育施設の指導監督の実施

・町立保育園　入所児童総数
２２１人(平成１９年１月１日）
  泉保育園　　 ５６人
　内田保育園   ６８人
　高野台保育園 ９７人
・私立保育園　入所児童総数
１２３人(平成１９年１月１日）
・わかば保育園 ７２人
・高野台子どもの家保育園
　　　　　　　 ２７人
・双葉保育園   ２４人
町外への委託   ２７人
合計　　　　 ３７１人
待機児童 ３人 (平成１９年１月
１日）
・認可外保育施設３箇所の立入調
査を実施
・保育料について、近隣市町の状
況及び同一階層内の負担感の軽減
を図るため階層の見直しを行う

Ｂ

1-2 2.延長保育 福祉課

保育園のうち１保育園について、午
後８時までの延長保育を実施できる
よう検討します。

全保育園で午前７時から午後７時
まで実施
午後８時までの延長についての問
題点と課題の調査

全保育園で午前７時から午後７時
まで実施
延長保育のニーズ調査を実施する
ことを検討

Ｃ

1-2 3.休日保育 福祉課

１園　定員１０人で実施できるよう
検討します。

民間保育園での平成１７年度の試
行的実施による成果と課題の調査
の実施。

民間保育園での試行的実施による
成果を踏まえ実施に向けて調査の
開始
休日保育のニーズ調査を実施する
ことを検討

Ｂ

設置については、送迎用の駐車場の
問題、保育上の安全性の確保の問題
などのを踏まえて検討していきま
す。
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1-2 4.保育サービスの情報提供 福祉課

継続して実施します。 福祉課、各保育園、広報紙、ホー
ムページ等で提供

福祉課、各保育園、広報紙、ホー
ムページ等で提供

Ｂ

1-2
5.保育園の第三者評価制度
の検討

福祉課

第三者評価制度を検討し、福祉の向
上に努めます。

既実施団体からの情報の収集及び
課題について検討

費用面について検討を実施

Ｃ

1-2
6.幼稚園・保育園の連携強
化

幼保一元化推進室

幼児教育、保育の質的向上と子育て
支援を推進していきます。

幼児教育、保育の質的向上と子育
て支援を推進

幼稚園、保育園職員の研修会を７
月、１月に実施

Ａ

1-3
1.乳幼児健全発達支援相談
指導事業連絡調整会議

保健センター

年２回実施していきます。 年１回実施 年１回実施

Ａ

1-3 2.児童虐待予防推進事業 保健センター

関係各課と調整の上、継続して実施
していきます。

すくすくマップ(子育て情報マッ
プ）を転入者に配布

すくすくマップ(子育て情報マッ
プ）を転入者に配布

Ｃ

1-3 3.子育て支援センター 福祉課

地域子育て支援センター３か所の設
置を検討していきます。

平成１９年度開設に向け準備 子育て支援センターの設置場所を
旧杉戸保育園と決定し、建物の耐
震診断及び耐震改修等設計を行う

Ｂ

1-4
1.放課後児童健全育成事業
（再掲）

福祉課

すべての小学校への施設設置と４年
生まで拡充します。その後、全学年
の受け入れ体制を検討します。

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けての調査の実施。長期
休業期間の小学４年生の受入を試
行的に実施

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けて教育委員会と設置場
所の検討実施
長期休業期間の小学４年生の受入
を中央・泉・南放課後児童クラブ
にて試行的に実施

Ｂ

1-4 2.児童館 福祉課

公共施設等を利用し、児童館的役割
を持つ施設を１か所設置することを
検討します。

平成１９年度に子育て支援セン
ターと併設に開設準備

子育て支援センターに児童館を併
設している白岡町の施設を調査

Ｂ

1-4
3.地域における青少年の活
動拠点の推進

生涯学習センター

（仮称）生涯学習センターの青少年
活動や社会資源を活用した地域にお
ける拠点づくりを検討します。

施設利用の広報活動や青少年向け
の図書資料等の充実に努める。

ホームページ、利用案内をとおし
て広報活動に努めた。また、青少
年向けの図書資料収集に努めた。 Ｂ

1-4 4.青少年相談員事業 福祉課

継続実施していきます。 青少年相談員にて青少年対象サ
マーキャンプの実施

青少年相談員により青少年対象サ
マーキャンプを８月２６日、２７
日の１泊２日で実施(参加者２７
名)

Ｂ

1-4 5.わんぱくキッズセミナー 社会教育課

年５回（参加人数３０人）で実施し
ていきます。

財政事情により休止 財政事情により休止

Ｅ

1-4 6.ラッコ教室 保健センター

年３回（１コース５日間）で実施し
ていきます。

年３回(1コース5日間）実施 年３回(1コース5日間）実施

Ａ

1-4 7.杉の子教室 保健センター

年３回（１コース６日間）で実施し
ていきます。

年２回(1コース6日間）実施 年２回(1コース6日間）実施

Ａ

1-4 8.児童福祉対策事業 福祉課

児童虐待の発生予防の観点を重点的
に踏まえ、体制の充実に努めていき
ます。

要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催 Ａ

1-4 9.集会所整備事業 住民参加推進課

継続的に実施していきます。

各地域からの要望を随時受付

地域要望がなかったため、建設事
業なし各地域からの要望を随時受
付 Ａ

1-5 1.つどいの場づくり 福祉課

ＮＰＯ法人等の協力を得て、公共施
設・空き店舗の活用等を含め拠点を
整備し地域の子育てネットワークづ
くりを検討します。

児童館事業（ピヨピヨ広場）、Ｎ
ＰＯ法人及び私立保育園との連携

公民館事業で実施（各公民館）
児童館事業（ピヨピヨ広場）
ぽっぽはうす（民間施設） Ｃ
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1-5
2.杉戸町コミュニティづく
り推進協議会

住民参加推進課

継続的に実施していきます。 コミュニティづくり推進協議会総
会及び各部会を５月に開催
アグリパーク花壇への植栽及び役
場にプランターを設置
福島県富岡町視察４月、あいさつ
運動９月、ウォーキング講座１１
月、コミュニティ祭２月に実施

コミュニティづくり推進協議会総
会及び各部会を５月に開催
アグリパーク花壇への植栽及び役
場にプランターを設置
福島県富岡町視察（花いっぱい運
動先進地視察）４月、古利根川護
岸の植栽協力７月、あいさつ運動
９月、ウォーキング講座１１、１
２月、コミュニティ祭２月に実施

Ａ

1-5 3.なかよし広場 学校教育課

年間１５回（延べ参加人数　８６０
人）で実施していきます。

各園で３回ずつ子育て相談を実施
（年間でのべ１５回実施）

各園で３回ずつ子育て相談を実施
（年間でのべ１５回実施） Ａ

2-1 1.健康相談 保健センター

母子健康手帳交付時の保健師との面
接を実施していきます。保健セン
ター（随時）要望のある地域にて継
続実施していきます。

母子健康手帳交付時に保健師との
面接を実施
保健センター随時実施

母子健康手帳交付時に保健師との
面接を実施
保健センター随時実施
妊産婦　延337人
乳幼児　延443人

Ａ

2-1 2.ママパパ教室 保健センター

平日クラス年４回（１コース５日
間）で実施していきます。日曜クラ
ス年４回で実施していきます。
年４回で実施していきます。

平日クラス年４回実施
日曜クラス年４回実施

平日クラス年４回実施
日曜クラス年４回実施

Ａ

2-1 3.訪問指導 保健センター

希望者及びフォロー児等に随時実施
していきます。乳幼児健診未受診児
の全数把握していきます。

新生児訪問　妊産婦訪問
乳幼児訪問(未受診児他）

新生児･乳幼児訪問(未受診児他）
170人
妊産婦訪問　　129人 Ａ

2-1 4.乳幼児健康診査（再掲） 保健センター

各健診ともに受診率の向上と未受診
児の全数把握していきます。
９～１０か月児健診時パンフレット
の全数配布していきます。

各健診月１回
　３～４か月児
　９～１０か月児
　１歳６か月児
　３歳児

各健診月１回
受診率
　３～４か月児    98.2%
　９～１０か月児  98.2%
　１歳６か月児    94.7%
　３歳児          94.6%

Ａ

2-1 5.予防接種 保健センター

各予防接種の接種率の向上に努めま
す。

各予防接種の接種率の向上に努め
実施

集団接種（接種率）
ポリオ　97.8％
二種混合２期（小学生）95.0％
ＢＣＧ97.3％
個別接種（接種率)

 日本脳炎１期初回（幼児）
 日本脳炎１期追加（幼児）
 日本脳炎２期（小学生）
 日本脳炎については、差控え中
である
 麻しん･風しん混合　70.4％
三種混合１期初回　104.0％
三種混合１期追加　  95.9％

Ａ

2-1
6.児童福祉対策事業（再
掲）

福祉課

児童虐待の発生予防の観点を重点的
に踏まえ、体制の充実に努めていき
ます。

要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催

Ａ

2-2 1.食育の推進 学校教育課

給食の時間、家庭科の時間における
指導、栄養教諭(仮称)と学級担任に
よる授業等で実施していきます。

給食の時間、家庭科の時間におけ
る指導を通して食育を実施

給食の時間、家庭科・総合学習の
時間における指導を通して食育を
実践するとともに、杉戸第三小学
校では食農フォーラムを実施する
ことができた。

Ａ

2-2 2.ママパパ教室 保健センター

年４回で実施していきます。 年４回実施 年４回実施

Ａ

2-2 3.離乳食教室 保健センター
継続実施していきます。 年４回実施 年４回実施

Ｂ

2-2 4.栄養相談 保健センター

月１回で実施していきます。 年１２回実施 年１２回実施

Ａ

2-2 5.地産地消の推進 保健センター
今後導入を検討していきます。 町民に対し食の安全・安心の啓発

に努める
未実施

Ｅ
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産業課
アグリパークで地域食材を販売し
て地産地消を推進

地産地消の推進をしました。
Ａ

2-3 1.性教育の推進 学校教育課

保健、特別活動を実施していきま
す。

保健体育、特別活動の時間を通し
て性教育を実施

小・中学校とも年間指導計画に基
づき、保健体育、特別活動の時間
を通して性教育を実施することが
できた。

Ａ

2-3 2.健康教育 保健センター

保健センター（随時）において実施
していきます。学校関係からの要請
（必要時）に応じて実施していきま
す。

学校関係からの要望に応じて実施 西小総合学習「命の大切さ」
南幼稚園PTA｢こどもの食事」

Ａ

2-3 3.薬物乱用防止教育の推進 学校教育課

保健、特別活動を実施していきま
す。

保健体育、特別活動の時間を通し
て薬物乱用防止教育を実施

小・中学校とも、県教育委員会が
作製した指導資料等を参考にし
て、保健体育、特別活動の時間を
通して薬物乱用防止教育を実施す
ることができた。

Ａ

2-4 1.乳幼児医療費 町民課

入・通院対象年齢を就学前までを目
指します。また、１００％の登録を
めざします。

登録率１００％を目指す １００％登録、達成

Ａ

2-4 2.小児救急医療 保健センター

継続実施していきます。 東部第一地区病院群輪番制運営事
業(3市9町)による小児救急医療支
援事業(二次救急)の実施　3病院
にて休日の昼間と毎日の夜間実施

東部第一地区病院群輪番制運営事
業(3市9町)による小児救急医療支
援事業(二次救急)の実施　3病院
にて休日の昼間と毎日の夜間実施

Ａ

2-4 3.小児休日診療 保健センター

継続実施していきます。 杉戸町・幸手市両医師会協力のも
と休日診療の実施医療機関で12月
～3月実施。日曜・祝祭日(1月1･
2･3日は除く)各午前

杉戸町・幸手市両医師会協力のも
と休日診療の実施医療機関で12月
～3月実施。日曜・祝祭日(1月1･
2･3日は除く)各午前

Ａ

3-1 1.次代の親の育成推進 社会教育課

学習機会の提供 人権・女性政策担当と連携し、学
習機会の場を提供（生涯学習セン
ター）

生涯学習まちづくり出前講習会
「まなびっちゃすぎと塾」にて実
施 Ｂ

人権・女性政策担
当

情報紙を発行
年２回の発行で実施していきます。

昨年度と同様（年１回）に実施予
定。（人権･女性政策担当）

情報紙Ｇ･Ｆ（ジェンダーフ
リー）平成１９年３月発行予定

Ａ

3-1 2.ママパパ教室（再掲） 保健センター

平日クラス年４回（１コース５日
間）を実施していきます。
日曜クラス年４回で実施していきま
す。

平日クラス年４回実施
日曜クラス年４回実施

平日クラス年４回実施
日曜クラス年４回実施

Ａ

3-1
3.幼児とのふれあい機会の
設定

学校教育課

家庭科･特別活動を実施していきま
す。

中学生社会体験チャレンジ事業に
おいて、幼稚園や保育園等で幼児
とのふれあいを実施

中学生社会体験チャレンジ事業に
おいて、幼稚園や保育園等で幼児
とのふれあいを実施

Ａ

3-1 4.すぎの子憲章の啓発 福祉課

すぎの子憲章を啓発する事業を実施
していきます。

「児童館まつり」及び「すぎの子
意見発表会等」で実施

杉の子憲章を題材に町内の小中高
校生から作文を募集し、１０月１
４日(土)に生涯学習センターおい
て「すぎの子意見発表会＆こども
まつり」開催

Ａ

3-2
1.子どもの個性を認め、よ
さを生かす教育活動の充実

学校教育課

指導方法の工夫、少人数指導の実
施、研究委嘱を充実させていきま
す。

すべての学校で指導方法の工夫・
改善、少人数指導を実施

小・中学校とも児童生徒の習熟度
や興味関心に応じて指導方法の工
夫・改善、少人数指導を実施する
ことができた。

Ａ

3-2
2.豊かな心を育てる教育の
推進

学校教育課

道徳の授業、社会体験チャレンジ事
業、５つのふれあいを実施していき
ます。

道徳の授業、体験活動を通し豊か
な心を育てる取組を実施

道徳の授業、体験活動を通し豊か
な心を育てる取組を実施した。 Ａ

3-2 3.体力づくりの推進 学校教育課

体育の授業、体育的行事を実施して
いきます。

新体力テストにおいて埼玉県体力
標準値を超えるよう努力する

小学校では「すくすくプログラ
ム」、中学校では「ステップアッ
ププログラム」に基づき、新体力
テストにおいて埼玉県体力標準値
を超えるよう努力した。

Ａ

3-2
4.地域に信頼された開かれ
た学校づくり

学校教育課

特色ある学校づくり、学校評価の実
施、外部評価を実施していきます。

各校による特色ある学校づくりの
推進と第三者による学校評価の実
施

各校による特色ある学校づくりの
推進と第三者による学校評価を実
施した。

Ａ
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3-2
5.時代のニーズに対応する
教育に関する研究の推進

学校教育課

年１回実施を実施していきます。 東中学校に研究委嘱を行い、１９
年２月６日に発表を予定

東中学校に研究委嘱を行い、１９
年２月７日に発表した。 Ａ

3-2 6.施設・設備の充実 教育総務課

耐震化率９０％を目指し、建築後２
０年以上経過した建物の老朽化に伴
う改修及び耐震補強等整備に努めて
いきます。

杉戸小学校の耐震補強事前調査及
び設計を実施
杉戸中学校の耐震補強事前調査を
実施

・杉戸小学校及び杉戸中学校の耐
震補強事前調査及び耐震補強設計
を実施

Ａ

3-2 7.就学前教育の充実 幼保一元化推進室
幼児教育、保育の質的向上と子育て
支援を推進していきます。

幼児教育、保育の質的向上と子育
て支援を推進

幼稚園、保育園職員の研修会を７
月、１月に実施 Ａ

3-3
1.教育相談、障がい児就学
支援委員会

学校教育課

各小・中学校、教育相談所で対応し
ていきます。障害児就学指導委員会
を開催していきます。

教育相談、及び就学相談の実施
（随時）

教育相談、及び就学相談を随時実
施している。

Ａ

3-3
2.気軽に相談できる体制・
ネットワーク整備

福祉課

相談体制のネットワーク化を図り効
果的な相談体制づくりを進めていき
ます。

関係機関との連携を図り、子育て
相談、子育て相談ダイヤル、ひと
り親家庭等の相談の実施

子育て相談について周知を図るた
め、リーフレットの配布及び広報
紙に掲載
子育て相談ダイヤル（保育園、児
童館）
ひとり親家庭等の相談（福祉課、
福祉保健総合センター等）
民間施設（子育てアドバイザー）

Ｂ

3-3 3.国体記念運動広場整備 社会教育課

利用団体数の拡充を図ります。 利用団体の増加を図る グラウンド開放運営委員会を運
営、1月よりカルスタ杉戸におい
ても受付対応

Ａ

3-3 4.指導者・母集団研修 社会教育課
年１回参加人数５０人で実施してい
きます。

参加者の増加を図る 7月2日　４５名で実施
体力テスト Ａ

3-3 5.学校施設開放 社会教育課

利用団体数　８０団体で実施してい
きます。

利用団体の増加を図る 平成１８年度　７２団体登録

Ａ

3-3
6.小学生国内交流事業、中
学生海外交流事業

学校教育課

国内交流…富岡町派遣・杉戸町受け
入れを実施していきます。
海外交流…１５人派遣・受け入れを
実施していきます。

福島県富岡町との小学生国内交
流、バッセルトンとの中学生海外
交流事業の実施

福島県富岡町との小学生国内交流
では１０名の児童、バッセルトン
との中学生海外交流事業には１６
名の生徒が参加して実施すること
ができた。

Ａ

3-3 7.市民緑地の設置 都市施設整備課

下野の町有地をモデル事業として整
備(約３,３００㎡) していきます。

下野の町有地をモデル事業として
整備(約３,３００㎡) し、市民緑
地の候補地を探索

下野の町有地をボランティアや職
員で整備し、市民緑地の候補地を
現在も探索中。

Ｃ

3-3 8.上下流交流植林 産業課

森林整備の推進、森林資源の有効活
用、上下流交流の推進及び啓発活動
を実施していきます。

樹木の植栽、樹木名版の設置、ベ
ンチの設置等の整備実施う。

３者契約(杉戸町、神川町、埼玉
県農林公社）と森林整備の実施を
行った。

Ａ

3-3 9.あいさつ呼びかけ運動 住民参加推進課
小中学校　年１回で実施していきま
す。

各小中学校PTA等と共催で年１回
実施

各小中学校PTA等と共催で９月に
実施 Ａ

3-3 10.空き缶・ビン拾い事業 住民参加推進課
町内全域一斉　年１回で実施してい
きます。 区長等の協力により年１回実施

区長等の協力により１２月に実施
Ａ

3-4 1.青少年育成推進員悪書回収事業 福祉課

埼玉県青少年健全育成条例の啓発、悪書回収事業青少年育成推進員によるレンタル
ビデオ店等を訪問し、埼玉県青少
年健全育成条例の啓発を実施

青少年育成推進員によるレンタル
ビデオ店、コンビニエンススト
アー等を訪問し、埼玉県青少年健
全育成条例の啓発を実施

Ａ

4-1 1.住宅管理事業 建築課
７５戸を維持管理していきます。 適切に維持管理の実施 継続して維持管理を実施

Ａ

4-1
2.住宅管理事務（町営住宅
申告登録制度）

建築課

町営住宅の優先登録制度を継続して
いきます。

申告登録制度により母子世帯等を
優先的に登録・未就学児童のいる
世帯の入居収入基準の引き上げ

７月号町広報誌に掲載

Ａ
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4-1
3.住宅確保に資する情報提
供

住民参加推進課

広報紙において子育て世帯向き住宅
情報を提供していきます。

町営住宅について、子育て世帯に
有益な情報が発生次第、広報紙に
おいて情報提供予定

町営住宅入居者募集について７月
号町広報紙に掲載

Ａ

4-2 1.市街地再開発事業 都市施設整備課

東武動物公園駅東口通り線の再開発
事業を検討していきます。

東武動物公園駅東口通り線の再開
発事業を検討

杉戸県土事務所において、当該路
線（宮代町も含めた県道周辺部
分）の整備に関する調査に本年度
着手し、今後、県、宮代町、当町
の３者で意見交換等を行い事業の
可能性を模索していく。

Ｄ

4-2 2.建築確認審査業務 建築課

建築確認申請において随時チェック
していきます。

建築確認申請における審査におい
て随時チェック

建築確認申請における審査におい
て随時チェック Ａ

4-2 3.生垣設置奨励補助金 建築課

一定の要件に合致した生垣について
補助金を交付していきます。

一定の要件に合致した生垣の設置
について予算の範囲内で補助金を
交付

一定の要件に合致した生垣の設置
について予算の範囲内で補助金を
交付 Ｅ

4-3
1.人にやさしい道づくりの
推進

都市施設整備課

継続的に実施していきます。 整備を継続的に実施 今後も引き続き検討し、早期の実
現を目指す。

Ｅ

4-3 2.幹線道路の整備 都市施設整備課

継続的に実施していきます。 整備を継続的に実施 今後も引き続き検討し、早期の実
現を目指す。 Ｅ

4-3
3.車止め及び道路標識等の
設置

住民参加推進課

継続的に実施していきます。 警戒標識５基設置 警戒標識５基設置

Ａ

4-3
4.東武動物公園駅東口通り
線整備事業(第Ⅰ・Ⅱ期分)

都市施設整備課

第Ⅲ期分の歩道幅員は４.５ｍで整
備していきます。

第Ⅲ期分の事業計画について検討 第Ⅲ期分については、町道であり
今後も引き続き検討し、早期の実
現を目指す。 Ｅ

4-4
1.公共施設トイレのバリア
フリ―推進

福祉課

施設の新設・増改築に合わせて実施
します。

施設の新設・増改築に合わせて実
施するよう啓発を実施

施設の新設・増改築に合わせて実
施するよう関係各課に要請

Ａ

4-4
2.公共施設ユニバーサルデ
ザイン化の推進

教育総務課

埼玉県福祉のまちづくり条例整備基
準を満たす施設整備を推進していき
ます。
継続的に実施していきます。

杉戸小学校の設計時に調査結果を
反映

・校舎改修時に合わせ反映できる
よう調整

Ｅ

都市施設整備課
継続的に実施していきます。 財政事情により休止(道路河川

課）
財政事情により休止(道路河川
課） Ｅ

生涯学習センター

（仮称）生涯学習センターにおいて
実施します。

わかりやすく、利用しやすい施設
案内に努める

利用者の声を聞き、案内表示、利
用方法など工夫した。

Ｂ

都市施設整備課
継続的に実施していきます。 継続的に実施 今後も引き続き検討し、早期の実

現を目指す。 Ｅ

4-4
3.東武動物公園駅東口通り
線整備事業・南側整備事業

都市施設整備課

継続して歩道のバリアフリー化に努
めます。

歩道のユニバーサルデザイン化に
ついて検討

今後も引き続き検討し、早期の実
現を目指す。 Ｅ

4-4 4.都市公園管理事業 都市施設整備課

設置トイレの適切な維持管理に努め
ます。

トイレ維持管理の実施 都市公園については、指定管理者
が管理し、その他の公園について
は別途委託して清潔な管理を徹底
した。

Ａ

産業課
施設維持管理に努める 都市施設整備課に協力する。

Ａ

4-4 5.ガイドマップの作成 住民参加推進課

継続的に実施していきます。 他課と共同して作成し、町のあら
ゆる情報（史跡など）が提供でき
るように考えている

18年度は役場印刷機で既存のガイ
ドマップを増刷し、19年度改訂版
作成に向け検討中 Ａ
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4-4
6.すくすくマップ作成、配
付(再掲）

保健センター

関係各課と協議のうえ継続的に実施
していきます。

すくすくマップ(子育て情報マッ
プ）を転入者に配布

すくすくマップ(子育て情報マッ
プ）を転入者に配布

Ｃ

4-5 1.防犯灯の設置 住民参加推進課

３,４００基まで整備します。  防犯灯５０基設置 　防犯灯５２基設置

Ａ

4-5 2.都市公園管理事業 都市施設整備課

園内灯の機能を損なわないよう樹木
の剪定を行っていきます。

樹木剪定の実施。 都市公園については、指定管理者
が管理し、その他の公園について
は別途委託して景観や遮蔽に配慮
した。

Ａ

4-5 3.人にやさしい道づくりの推進住民参加推進課

継続的に実施していきます。 道路照明灯の維持管理３５５基 　道路照明灯の維持管理３５５基

Ａ

都市施設整備課

放置自転車が無くなるまで継続的に
実施していきます。

業務委託を継続的に実施。 立哨指導により放置自転車が減少
（道路河川課） Ａ

5-1 1.他課・局との連携 産業課
未就業者の雇用の促進を図ります。 雇用促進のための情報提供を行

う。
雇用情報の提供

Ａ

5-1 2.男女共同参画講座 人権・女性政策担当

隔年実施していきます。事業所に対
する講座を開催していきます。

男女共同参画講座を開催予定
（全３回）

男女共同参画講座　全２回　延べ
５６人参加（住民対象）
男女共同参画職員研修会（平成１
９年２月２１日実施予定）

Ａ

5-1 3.職員研修事業 総務課

職場のコミュニケーション（セクハ
ラ対応）研修
年１回実施　３０人、延べ参加者数
１５０人で実施していきます。

対象・主査職以下　３０名 主査級　31名

Ａ

5-2 1.ファミリー・サポート事業 福祉課

会員の拡大に取り組みます。（特に
提供会員）

ファミリー・サポート・センター
のＰＲ活動を実施し、会員数の拡
大を図る。特に提供会員。会員数
見込み２５０人

ファミリー・サポート・センター
の周知を図るため、利用案内を作
成し配付及び広報紙に掲載
また、保健センターの乳幼児健診
時及び保育園入所説明会にてＰＲ
活動を実施
平成１９年３月末の会員数見込み
・依頼会員１９０人
・提供会員　５０人
・両方会員　２０人
　合　　計２６０人

Ａ

5-2 2.放課後児童健全育成事業（ 福祉課

すべての小学校への施設設置と４年
生まで拡充します。その後、全学年
の受け入れ体制を検討します。

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けての調査の実施。長期
休業期間の小学４年生の受入を試
行的に実施

西小学校区への放課後児童クラブ
設置に向けて教育委員会と設置場
所の検討実施
長期休業期間の小学４年生の受入
を中央・泉・南放課後児童クラブ
にて試行的に実施

Ｂ

5-2 3.保育園（延長・休日）（再掲 福祉課

全保育園のうち１か所について、午
後８時までの延長保育を検討しま
す。
１か所　定員１０人で実施を検討し
ます。

・延長保育については、午後８時
までの延長についての問題点と課
題の調査
・休日保育については、民間保育
園での平成１７年度の試行的実施
による成果と課題の調査の実施

・延長保育全保育園で午前７時か
ら午後７時まで実施
・町広報紙に保育園の入所案内と
あわせ開所時間を掲載
・休日保育について私立保育園に
て試行的実施の成果を踏まえ実施
に向けての調査を開始

Ｃ

5-2 4.病後児保育（再掲） 福祉課

定員を１日６人まで拡充を検討しま
す。

病後児保育室「とんことり」の周
知等の実施
民間医療機関と増員に向けて問題
点と課題の調査（受入時の児童の
症状により定員の弾力化を実施）

病後児保育室「とんことり」の周
知図るためリーフレットを作成し
周知を実施
受入児童の症状により定員の弾力
化を行い受け入れを実施

Ｂ
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5-2 5.広報・啓発、情報提供 福祉課

広報・啓発、情報提供を整備し、積
極的に推進します。

町広報紙､ホームページ等にて周
知を図る

病後児保育室「とんことり」、一
時的保育事業、ファミリー・サ
ポート・センター事業、子育て相
談の窓口等の周知を図るため、利
用案内を作成し配付
ホームページや町広報紙に保育
園､放課後児童クラブの入所案内
を掲載

Ａ

6-1 1.交通安全教室 住民参加推進課
継続的に実施していきます。  交通指導員による安全教室を実

施
　交通指導員による安全教室を実
施 Ａ

6-1 2.交通安全教育の推進 福祉課

園児及び保護者の意識啓発を推進し
ていきます。

杉戸警察署の指導により各保育園
にて実施

杉戸警察署の指導により各保育園
にて実施

Ａ

6-1 3.広報紙の活用 住民参加推進課

継続的に実施していきます。 交通安全について、広報紙及び
ホームページに掲載

交通安全について、広報紙及び
ホームページに掲載

Ａ

6-1
4.チャイルドシート等の再
利用活動

住民参加推進課

調査研究を進めていきます。  社会福祉協議会からの情報提供
等

　社会福祉協議会からの情報提供
等 Ｃ

6-2
1.防犯協議会及び暴力排除
推進協議会事業

住民参加推進課

継続的に実施していきます。 防犯推進員による定期パトロール
を実施
防犯協議会・暴力排除推進協議会
に町補助金を交付し、各団体によ
る防犯対策会議を開催

　防犯推進員による定期パトロー
ルを実施
防犯協議会・暴力排除推進協議会
に町補助金を交付

Ａ
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6-2
2.インターネット及び防災
無線の活用

住民参加推進課

継続的に実施していきます。 警察が定期的に発行する「ふると
ね瓦版」を町ホームページへの掲
載
防災無線を活用して、子ども、地
域住民に防犯に対する協力を呼び
かけ、また、警察と連携を図り、
犯罪等の情報提供

　警察が定期的に発行する「ふる
とね瓦版」を町ホームページへの
掲載
防災無線を活用して、子ども、地
域住民に防犯に対する協力を呼び
かけ、また、警察と連携を図り、
犯罪等の情報提供

Ａ

6-2 3.児童福祉対策事業(再掲) 福祉課

児童虐待の発生予防の観点を重点的
に踏まえ、体制の充実に努めていき
ます。

要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催 Ａ

6-2
4.青少年非行防止パトロー
ル

福祉課

夏休み期間中の夏祭りや流灯まつり
にパトロールを実施していきます。
パトロール回数の増やしていきま
す。

夏祭り及び流灯まつり開催時に青
少年育成推進員によるパトロール
を実施

夏祭り及び流灯まつり開催時に青
少年育成推進員によるパトロール
を実施 Ａ

6-2 5.児童生徒等の健康安全 学校教育課

２年間の委嘱期間を更新し、継続し
ていきます。

杉戸町ホッとハウス協力者として
368名を委嘱（H18・19年度）

杉戸町ホッとハウス協力者として
３７３名を委嘱（平成１９年１月
現在）し、子どもの安全と安心を
見守ってもらっている。

Ａ

6-3
1．一人ひとりの子どもに応
じた学校教育相談活動の推
進

学校教育課

各小・中学校で随時実施していきま
す。スクールカウンセラーの活用を
図ります。

全中学に配置したスクールカウン
セラーによる教育相談活動の推進

さわやか相談員、スクールカウン
セラー及び、杉戸町教育相談所と
の連携の下、教育相談活動を推進
することができた。

Ａ

6-3
2.杉戸町・宮代町犯罪被害
者支援推進協議会

福祉課

杉戸町・宮代町犯罪被害者支援推進
協議会の体制を強化していきます。

支援対象者への付添い及び教示・
助言をし、被害者対策に関するＰ
Ｒの実施

支援対象者への付添い及び教示・
助言をし、被害者対策に関するＰ
Ｒの実施 Ｂ

6-3 3.保育園の対応 福祉課

被害者のニーズに即した専門知識の
習得を進めていきます。

問題行動のある児童に対する全体
研修会の開催及び児童虐待防止等
の研修会に参加

問題行動のある児童に対する全体
研修会の開催及び児童虐待防止等
の研修会に参加 Ｂ

6-3
4.児童虐待防止ネットワー
ク会議

福祉課

関係機関との連携と相互協力を進め
ていきます。

要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催 Ａ

7-1 1.児童福祉対策事業 福祉課

専任の職員若しくはケースワーカー
を配置し、発生予防、虐待の早期発
見、早期対応、保護支援など総合的
な取り組みができる組織体制につい
て検討していきます。

要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催 Ａ

7-1
2.児童虐待防止ネットワー
ク

福祉課

体制の強化を図ります。 要保護児童対策協議会の体制の強
化

要保護児童地域協議会代表者会
議、実務者会議、個別ケース会議
の開催 Ａ

7-1 3.相談体制の充実 保健センター

各種相談事業の拡充を図ります。 各事業において実施 心理相談　36回
言語相談　36回
各乳幼児健診時個別相談健診時に
実施 Ａ

7-2
1.児童扶養手当事務取扱事
業

福祉課

広報紙やホームページ等で周知を行
い、該当者の制度利用を推進してい
きます。

関係各課との連携及び町広報紙や
ホームページ等で周知

町広報紙やホームページ等で周知

Ａ

7-2

2.母子家庭等就業・自立支
援センター事業／教育訓練
給付金／高等技能訓練促進
費

福祉課

広報紙やホームページ等で周知を行
い、該当者の制度利用を推進してい
きます。

関係各課との連携及び町広報紙や
ホームページ等で周知

児童扶養手当の資格証送付時にパ
ンレットを該当者に送付及び広報
紙やホームページ等で周知 Ａ

7-2
3.母子及び寡婦福祉資金貸
付制度／ひとり親家庭児童
就学支度金支給制度

福祉課

広報紙やホームページ等で周知を行
い、該当者の制度利用を推進してい
きます。

関係各課との連携及び町広報紙や
ホームページ等で周知

町広報紙にて周知、また該当者に
個別通知を実施

Ａ

7-2
4.母子家庭等就業・自立支
援センター事業（再掲）

福祉課

広報紙やホームページ等で制度の周
知を行います。相談を受けた場合は
関係機関と連携をとり適切な機関に
相談を指導していきます。

関係各課との連携及び町広報紙や
ホームページ等で周知

児童扶養手当の資格証送付時にパ
ンレットを該当者に送付
広報紙やホームページ等で周知 Ａ
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7-2
5.商工会、ハローワーク等
との連携

産業課

未就業者の雇用を促進していきま
す。

雇用促進のための情報提供を行
う。

雇用情報の提供

Ａ

7-2 6.女性相談窓口 人権・女性政策担当

月２回の相談　１日５枠の相談(午
前・午後)を実施していきます。

昨年度と同様（月１回・３枠）に
実施予定。必要に応じ、年間６枠
の範囲で緊急相談枠を設ける

月１回・３枠（毎月第３水曜日
１３時～１６時）実施
その他、年間６枠の緊急相談枠を
設け、３枠（３件）の緊急相談に
応じた。（１月現在）

Ａ

7-3 1.乳幼児健康診査（再掲） 保健センター

各健診ともに受診率の向上と未受診
児の全数把握を図り、受診率の向上
に努めます。

各健診月１回
　３～４か月児
　９～１０か月児
　１歳６か月児
　３歳児

各健診月１回
受診率
　３～４か月児    98.2%
　９～１０か月児  98.2%
　１歳６か月児    94.7%
　３歳児          94.6%

Ａ

7-3
2.乳幼児健全発達支援相談
指導事業（再掲）

保健センター

＜個別相談＞
・言語相談年４２回
・療育相談年１２回
・心理相談年３６回
＜集団指導＞
・ラッコ教室年３回（１コース５日
間）
・杉の子教室年３回（１コース６日
間）
＜親の会＞継続して実施していきま
す。

(個別相談）
　言語相談３６回
　療育相談１２回
　心理相談３６回
(集団指導）
　ラッコ教室年３回
　杉の子教室年２回

(個別相談）
　言語相談３６回
　療育相談１２回
　心理相談３６回
(集団指導）
　ラッコ教室年３回
　杉の子教室年２回 Ａ

7-3 3.障害児デイサービス事業 福祉課

利用者５人で実施していきます。 利用者拡大に努める 対象者に周知した結果、３名利用

Ａ

7-3 4.放課後児童健全育成事業 福祉課

専門機関との連携を図り受け入れ体
制の拡充を図ります。

専門機関との連携を図り受け入れ
体制の拡充

障がい児２名入所、加配職員配置
し対応

Ａ

7-3 5.保育所管理運営事業 福祉課

保健センターや専門機関との連携を
図り受け入れ体制の拡充を図りま
す。

保健センターや専門機関との連携
を図り受け入れ体制の拡充

障がい児３名入所、加配職員配置
し対応 Ａ

Ａ･･･８０％～１００％　 94

Ｂ･･･６０％～８０％未満 19

Ｃ･･･４０％～６０％未満 9

Ｄ･･･２０％～４０％未満 1

Ｅ･･･　０％～２０％未満 12

（評価総数） 135

平成１８年度施策評価


