
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２０年度実施計画 平成２０年度実施状況 平成２０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６人とする。

病後児保育室「とんことり」の周知を図るため、
年２回すぎと広報６月号、１２月号に掲載及びポ
スターを作成し公共機関に掲示。
受け入れ定員を６人とし、目的を達成した。

Ａ

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園及び私立保育園１園につ
いては継続して実施し、私立保育園２園
については実施に向けて検討していきま
す。

一時的保育事業の周知を図るため、利用案内を作
成し配布
・町立３園にて１日平均５人を受け入れ
・私立保育園での実施

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。 提供会員に対する説明会及び研修会の実
施
依頼会員の拡大に向けファミリー・サ
ポート・センターの周知を図る。
・依頼会員　２３０人
・提供会員　　６０人
・両方会員　　２５人
  合　　計　３１５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
・依頼会員　２５３人
・提供会員　　６０人
・両方会員　　１４人
  合　　計　３２７人

Ｂ

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。

教育委員会主導の放課後子どもプラン策
定に向け連携を図る。長期休業期間の小
学４年生の受入を試行的に実施

長期休業期間の小学４年生の受け入れを中央・
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園で保護者との保育相談を
継続して実施

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。
・子育て支援センターでの実施。

・子育て相談について周知を図るため、「杉戸町
の子育て支援の案内」パンフレット配布及びすぎ
と広報１月・２月号並びに町ホームページへ掲
載。
・杉戸子育て支援センターで相談業務実施

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中
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回実施
受診率　３～４か月児98.9%
　　　　９～１０か月児96.2%
　　　　１歳６か月児97.8%
　　　　３歳児93.8%

Ａ

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回実施。延１３０人
療育相談１２回実施。延４７人
心理相談３６回実施。延８０人
（集団指導）
ラッコ教室3回実施。
杉の子教室2回実施。

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。
・子育て支援センターでの実施。

・子育て相談について周知を図るため、「杉戸町
の子育て支援の案内」パンフレット配布及びすぎ
と広報１月・２月号並びに町ホームページへ掲
載。
・杉戸子育て支援センターで子育て支援情報の提
供を実施した。

Ｂ

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 子育てサロン８回、赤ちゃんサロン１７回、お
しゃべり広場５回開催し、１，５２７名が参加

Ａ

福祉課

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。

他の機関と連携のうえ調査 未調査

Ｅ

産業課

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。

空き店舗の調査を行い、子育て施設とし
ての可能性を調査する。

未調査

Ｅ

杉戸町次世代育成支援行動計画における平成２０年度実施状況

1-1
13.空き店舗等を活用した子育て

施設の検討



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％の受け入れ拡大を
継続
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　２５４人
  (平成21年3月1日）
・泉保育園　 　           　７０人
・内田保育園　            　７５人
・高野台保育園　          １０９人
私立保育園　入所児童総数　１２５人
　(平成21年3月1日）
・わかば保育園　          　６９人
・高野台子どもの家保育園　　２８人
・双葉保育園　　　　　　　　２８人
町外への委託            　　２５人
合計　　　　　　　　　　　４０４人

・認可外保育施設３箇所の立入調査を実施

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
延長保育の必要性について検討した

Ｂ

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。

民間保育園での試行的実施による成果を
踏まえ実施に向けて調査した内容の更な
る検討。

未実施

Ｅ

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 Ａ

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
Ａ

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。 会議実施せず、文書にて実績報告 会議実施せず、文書等にて報告。

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。

「杉戸町の子育て支援のご案内」を母子
手帳発行時及び乳幼児健診時に配布

「杉戸町の子育て支援のご案内」を母子手帳発行
時及び乳幼児健診時に配布。

Ａ

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。

地域子育て支援センター２ヵ所の設置を
検討していきます。

子育て支援センター設置を検討した。

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。

教育委員会主導の放課後子どもプラン策
定に向け連携を図る。長期休業期間の小
学４年生の受入を試行的に実施

長期休業期間の小学４年生の受け入れを中央・
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。

杉戸子育て支援センターにて、児童館的
事業を展開していく。

児童館的事業を展開できた。

Ａ

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。

青少年の生涯学習センターの施設利用を
推進するとともに、青少年向けの図書資
料の収集に努めます。

「夏休み子ども学習室」開設した。(8日間延べ70
名参加)　また、青少年向けのヤングアダルトの
図書を購入した。 Ａ

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１６～１７日に実施 Ａ

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　(廃止を検討） 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見直し強
化

要保護児童地域協議会代表者会議、実務者会議、
個別ケース会議においてそれぞれの役割を明確に
し開催した。 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１件あり（集会所整備にかかる
申請予定）

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
建設に伴う相談（１団体） 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）、ＮＰＯ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） Ｂ

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月に開催予定
アグリパーク花壇への植栽及び役場にプ
ランターを設置予定
あいさつ運動９月、健康講座未定、コ
ミュニティ祭２月に実施予定

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
あいさつ運動９月、太極拳講座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計画（年間
でのべ１５回実施）。広報すぎと５月号
に掲載予定

各園で３回ずつ子育て相談を実施（年間でのべ１
５回実施）
合計３９７名の参加

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

随時実施。
妊産婦 延444人
乳幼児 延517人
随時電話相談　784人（妊産婦・乳幼児）

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4回実施。
日曜クラス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･乳幼児訪問(未受診児他)
妊産婦訪問

実施中   こんにちは赤ちゃん訪問　244件
新生児・乳幼児　延377人
妊産婦延 256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回実施
　３～４か月児
　９～１０か月児
　１歳６か月児
　３歳児

各健診月1回実施
受診率　３～４か月児  98.9%
　　　　９～１０か月児  96.2%
　　　　１歳６か月児  97.8%
　　　　３歳児96.4%  93.8％

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ます。 集団接種（接種率）
ポリオ101.1%
二種混合２期（小学生）  98.9％
ＢＣＧ 99.1％

個別接種（接種率）
 日本脳炎１期初回（幼児）　1.4％
 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１期80.7％
麻しん・風しん混合2期95.6％
麻しん・風しん混合3期92.7％
麻しん・風しん混合４期82.4％
三種混合１期初回99.9％
三種混合１期追加111.8%

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見直し強
化

要保護児童地域協議会代表者会議、実務者会議、
個別ケース会議においてそれぞれの役割を明確に
し開催した。 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。

東中学校に栄養教諭（平成２０年度現
在、県内に１５名配置）が配置された。
栄養教諭を中心に食育を推進するため
に、各学校でも給食の時間、家庭科の時
間における指導を通して食育を実施す
る。

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。 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4回実施。
日曜クラス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 ４回実施。

Ａ

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 １３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

食生活改善推進員協議会を通し、啓発に努めてい
る。
調理実習に杉戸産食材を使用。

Ａ



2-2 5.地産地消の推進 産業課

今後導入を検討していきます。 新たな地産地消の開発にて試食・PR等を
行い、アグリパークにて販売して、地産
地消の推進に努める。

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。 小中学校において保健体育、特別活動の
時間を通して性教育を実施する。

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。

西小総合学習「命の大切さ」
健康日本２１すぎと計画小４対象「飲酒
防止」

総合学習
　「ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ」西小47人
　「たばこと健康杉小101人
健康日本21すぎと計画
　町内6校で小6対象に「アルコールと健康」
　実施。５１７人

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。 小中学校において保健体育、特別活動の
時間を通して薬物乱用防止教育を実施す
る。

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、年間１回以上、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。

受給対象者の１００％登録を目指しま
す。

対象年齢の引き上げは、達成
受給対象者の登録は、おおむね達成 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
2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

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。

男女共同参画情報紙 Ｙou ＆ Ｉ
 平成２1年３月発行予定

男女共同参画情報紙 Ｙou ＆ Ｉ
平成２１年３月発行

Ａ

社会教育課
学習機会の提供  親の学習講座を実施 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

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4回実施。
日曜クラス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（２Ｄａ
ｙｓチャレンジ、杉戸中と広中は２年
生、東中は１年生で実施）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

Ｂ

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。

「すぎの子意見発表会等」で実施 すぎ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２５日(土)に生涯学習センター
おいて「すぎの子意見発表会」開催 Ｂ

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・改善及
び少人数指導を計画的に実施する。

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
育てる取組を実施する。

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

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。 学校教育課「確かな学力の育成事業」で
広島中学校へ研究を委嘱。

広島中学校に研究委嘱を行い、２１年１月２９日
に「確かな学力の育成事業」授業研究発表会を実
施した。 Ａ

3-1 1.次代の親の育成推進



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２０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工事を実施
杉戸中学校の耐震補強工事を実施

・杉戸小学校及び杉戸中学校の耐震補強工事を
行った。

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、「杉戸町の
子育て支援の案内」パンフレット配布
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）

Ａ

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 平成２０年度　２８団体登録 Ｂ

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 研修会を１回実施　（５３人）
Ｂ

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２０年度　（８２団体登録）
Ｂ

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。

福島県富岡町へ小学生国内交流事業で児
童を派遣する。中学校では、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、杉戸町か
ら１０名の児童を富岡町へ派遣した。
バッセルトンとの中学生海外交流事業では、バッ
セルトン側の参加生徒が少なく、実施することが
できなかった。

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(約３,３００㎡)をモデル事
業として緑地の保全を行い、引き続き市
民緑地の候補地探索を続ける。

下野の町有地を整備し、維持管理を行った。
候補地については、引き続き探索をした。

Ａ

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
設置等の整備を行う。

３者契約(杉戸町、神川町、埼玉県農林公社）で
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等と共催で年度内１回実施

予定
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度内１回実施予定

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、
悪書回収事業を実施していきます

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コンビニエンスストアー
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。 適切な維持管理の実施 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。

申告登録制度による登録の実施 ７月号町広報誌に掲載
Ａ

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。

県・町などの公営住宅入居登録者等募集
記事の掲載を行い、情報提供に努めま
す。

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。

　昨年度に引き続き、杉戸県土整備事務
所において、東武動物公園駅東口通り線
（宮代町も含めた県道周辺部分）の整備
に関する調査を実施する予定で、県、宮
代町、当町及び東武鉄道を含めた４者に
よる意見交換会の実施や地元関係者によ
る協議会を発足して事業の可能性を模索
していく。

　昨年度に引き続き、杉戸県土整備事務所、宮代
町、当町及び東武鉄道を含めた４者で意見交換等
を行い、更に８月には道路予定地の権利者による
協議会を発足し、まちづくりの課題等についての
ワークショップを実施した。 Ｂ

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 Ｄ

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 昨年度に引き続き検討し、早期の実現を目指し

た。 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 昨年度に引き続き検討し、早期の実現を目指し

た。 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4基、車止め5本設置または修繕 警戒標識修繕 ５基

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。

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
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

対応できるようにしているが、施設の新設・増改
築がないため未実施 Ｅ

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 昨年度に引き続き検討し、早期の実現を目指し

た。 Ｅ

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。

杉戸小学校の校舎改修時の設計に反映で
きるよう計画しているが、耐震補強工事
を優先することから20年度実施も難し
い。

校舎改修時に合わせ反映できるよう計画している
が、改修工事ができないため未実施である。

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。

施設利用者の声を取り入れながら、利用
しやすい施設に努めます。

音声出力対応パソコン（パソコン指導室）、磁気
ループ（常設型・移動型）を導入し障がい者の利
用に対応している。 Ｂ

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

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
設置トイレの適切な維持管理に
努めます。

トイレ施設の適切な管理に努める。 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。 平成19年度改訂のガイドマップを活用
し、町の様子や公共施設等を紹介してま
いります。

19年度に改訂した「ガイドマップ」を転入世帯及
び町の様子を知りたいと訪れた方に配布し、活用
を図った。

Ａ

4-4 6.すくすくマップ作成、配布 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。

「杉戸町の子育て支援のご案内」を母子
手帳発行時及び乳幼児健診時に配布。

「杉戸町の子育て支援のご案内」を母子手帳発行
時及び乳幼児健診時に配布。

Ａ

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4０基設置 防犯灯新設４８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

住民参加推進課 継続的に実施していきます。 道路照明灯355基の維持管理 道路照明灯維持管理 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。 放置自転車立哨指導及び整理業務委託、放置自転
車撤去業務委託を発注して、放置自転車減少を推
進した。

Ｄ

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２回） 男女共同参画講座　１回　　１９人参加（住民対
象）
男女共同参画職員研修会（平成２１年１月２８日
実施）

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・主任　　30名 セクシュアルハラスメント研修の実施。
主任職員23名
延べ参加者数　216名 Ａ

5-2
1.ファミリー・サポート
事業（再掲）

福祉課

会員の拡大に取り組みます。
（特に提供会員）

提供会員に対する説明会及び研修会の実
施
依頼会員の拡大に向けファミリー・サ
ポート・センターの周知を図る。
・依頼会員　２３０人
・提供会員　　６０人
・両方会員　　２５人
  合　　計　３１５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
・依頼会員　２５３人
・提供会員　　６０人
・両方会員　　１４人
  合　　計　３２７人

Ｂ

5-2
2.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。

教育委員会主導の放課後子どもプラン策
定に向け連携を図る。長期休業期間の小
学４年生の受入を試行的に実施

長期休業期間の小学４年生の受け入れを中央・
泉・南放課後児童クラブにて試行的に実施

Ｂ

2.公共施設ユニバーサルデザイ
ン化の推進

4.都市公園管理事業4-4

3.人にやさしい道づくりの
推進

4-5

4-4



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未実施

・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に
向けて検討

Ｄ

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」の周知を図るため、
年２回すぎと広報６月号、１２月号に掲載及びポ
スターを作成し公共機関に掲示。
受け入れ定員を６人とし、目的を達成した。 Ａ

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、子育て支
援センター事業、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布
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 目的達成により終了

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
付し町内の防犯対策に努めた Ａ

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」などを
町ホームページへ掲載
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見直し強
化

要保護児童地域協議会代表者会議、実務者会議、
個別ケース会議においてそれぞれの役割を明確に
し開催した。 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
数を増やしていきます。

青少年育成推進員により、夏祭り、流灯
祭においてパトロールを実施

青少年育成推進員により、夏祭り（２日間）及び
流灯祭（１日）の計３日、パトロールを実施し
た。 Ｃ

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、４月
２３日現在、３９３名を委嘱（H２０・２
１年度）

杉戸町ホッとハウス協力者として３７０名を委嘱
（平成１９年７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。

全中学に配置した埼玉県スクールカウン
セラー及び杉戸町さわやか相談員による
教育相談活動を推進する。また、杉戸町
教育相談所と連携を図り、相談活動を進
めるとともに、適応指導教室の通級を通
して、不登校児童生徒の学校復帰を目指
す。

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。

Ｂ

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ＰＲ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ＰＲ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において関係機関
との連携を図る

要保護児童地域協議会代表者会議、実務者会議、
個別ケース会議を開催することによって、関係機
関が連携することができた。 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見直し強
化

専任の職員の配置はできなかったが、要保護児童
地域協議会を開催することで児童の虐待防止に対
応することができた。 Ｄ

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見直し強
化

要保護児童地域協議会代表者会議、実務者会議、
個別ケース会議においてそれぞれの役割を明確に
し開催した。 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 各乳幼児健診時に個別相談実施。
心理相談36回実施。
言語相談36回実施。
母と子のつどい（愛育会）年２回実施

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

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 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
者に送付及び広報紙やホームページ等で周知

Ａ

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。

月１回・３枠（毎月第３水曜日
１３時～１６時）実施予定。
必要に応じ、年間１２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１２枠の緊急相談枠を設け、２枠
（２件）の緊急相談に応じた。

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
数を把握し、実施していきます。

各健診月１回実施
　３～４か月児
　９～１０か月児
　１歳６か月児
　３歳児

各健診月1回実施
受診率　３～４か月児 98.9%
　　　　９～１０か月児  96.2%
　　　　１歳６か月児 97.8%
　　　　３歳児   93.8%

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回実施。
療育相談１２回実施。
心理相談３６回実施。
（集団指導）
ラッコ教室３回実施。
杉の子教室２回実施。

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、５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

養護学校に通う児童１名が入所している学童保育
室に補助金を交付した 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

7-3 1.乳幼児健康診査（再掲） 保健センター Ａ

Ａ･･･８０％～１００％　 94

Ｂ･･･６０％～８０％未満 22

Ｃ･･･４０％～６０％未満 2

Ｄ･･･２０％～４０％未満 4

Ｅ･･･　０％～２０％未満 11

（評価総数） 133

平成２０年度施策評価


