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基準値
上段：年度別目標値
下段：年度別現状値

⑤育児に自信がもてない人の割合　6.0％を目指します。

⑥健康だと思う市民を増やします。

⑦生きがいを持っている60歳以上の市民を増やします。

③自立して生活できる高齢者の割合（要介護認定を受けていない高齢
者の割合）79.2％を維持します。

取得方法

業務取得 ％

％

％

　
　“赤ちゃんから高齢者まで”の命と暮らしの安心・安全づくりが充実し、市民が健康的な生活を送っています。

指標名

①自殺者数　48人以下を目指します。

②各種がん検診受診率　 5％アップ（H25、対H21実績比）を目指しま
す。

人

業務取得

業務取得

単位

業務取得

―

H22目標値
に対する
達成率

―

○

H25目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　－:目標を達成できない・判断できない

―

―

―

―

業務取得

H25目標値
に対する
達成率

―

―

―

％

―

市民評価
アンケート

④一般の民間企業における雇用障がい者数の割合　1.83％を目指しま
す。

-

79.2

1.71

8.0

％ 79.8

市民評価
アンケート

％ -
⑨子育て支援や相談体制が整っていると思う市民を増やします。新規
　　　　H23の基準値取得後に目標値を設定

％ 62.7

独自
アンケート

％ 23.7⑧生活に満足している障がい者を増やします。

H22目標値に対する達成率　○:目標を達成済み　×:目標を達成できない　－:判断できない

×

―

―

○

○

×

○

市民評価
アンケート

めざす姿 

めざす姿の達成状況を示す指標（数値目標など） 

約束５ 命と暮らしを守ります 
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　目指す姿の達成状況を示す指標９項目について、平成２２年度の目標値に対する達成率は、「目標を達成済み」が４項目、「目標を達成できない」
が２項目、「判断できない」が３項目となっており、達成率は高いとはいえない状況にあります。
　これは、自立して生活できる高齢者の割合の項目と健康だと思う市民を増やす項目が目標を達成していないことから、自身の健康に気を配る市民が
多くないと考えられ、このことは、他の項目の数値向上にも少なからず影響しているものと思われます。

　平成２２年度における注目指標のうち、市民評価アンケートによる、「⑦生きがいを持っている６０歳以上の市民を増やします。」については目標
を達成しております。
　これは、これまで続けて行っている「ふれあい高齢者スポーツ」開催による、健康保持、生きがいづくりが促進・定着されたことによるものと考え
られます。
　また、業務取得による、「④一般の民間企業による雇用障がい者数の割合　1.83％を目指します。」と「⑤育児に自信が持てない人の割合　6.0％を
目指します。」についても目標を達成しておりますが、これは、低迷する経済状況が続く中、市内の企業において障がい者雇用についての理解が進
み、新たな雇用が生まれたことや、保健センターで実施している１歳６か月児や３歳児健診充実の効果が表れたものと思われます。

　次に個別施策の実施状況ですが、「進捗率」では、１０項目全てが「工程表どおり実施済み」と「概ね工程表どおり」となっており、「達成率」で
は、「判断できない」とした３項目を除いて、６項目が「目標を達成済み」と「順調に推移」となっております。

　施策の実施状況や指標全体の傾向と注目指標の達成状況等を総合的に勘案すると、市民の健康づくりと地域医療、障がい者福祉、母子保健福祉への
関心は高まる傾向が見られ、めざす姿に向けておおむね順調に推移していると考えます。
　また、今年度から、介護予防事業（二次予防事業）の対象者把握を、６５歳以上で要介護認定のない高齢者全員に基本チェックリストを送付し、健
康に対してこれまで以上に自分自身が把握できる仕組みとしたことから、今後は、健康づくりへの関心が高まり健康だと思う市民が増えることにより
命と暮らしの安心・安全づくりが充実するものと期待されます。

約束全体の評価 

－　128　－



－　129　－

事務事業数 進捗率 達成率

1 Ａ Ｂ

2 Ａ Ｂ

1 Ａ Ａ

1 Ａ Ｂ

1 Ａ －

8 Ｂ Ｃ

1 Ａ －

1 Ａ －

1 Ａ Ｂ

1 Ａ Ｂ

年度別概算所要額（千円）

22年度 25年度

○４　母子保健福祉の総合支援機能（ワンストップサービス）の提供

23年度 24年度

【障がい者福祉を充実します】

●９　介護オンブズパーソンの認定による介護サービス相談体制の強化

【高齢者福祉を充実します】

●10　地域における高齢者と子どもの交流活動の促進（子育て支援センターで実施）

○３　障がい者への総合支援機能（ワンストップサービス）の提供

【母子保健福祉を充実します】

●６　がん検診の受診率向上運動の実施

項目

【健康づくりを推進するとともに、地域医療の充実を図ります】

●７　受動喫煙による健康被害を防ぐため、公共的施設での分煙と喫煙規制を強化

●８　インフルエンザなど児童の集団予防接種制度の検討

○２　高齢者の健康診断受診率向上と介護予防事業への参加促進

89,238

74,684

進捗率　A:工程表どおり実施済み　B:概ね工程表どおり　C:工程表より遅れている　-:未着手

達成率　A:目標を達成済み　B:順調に推移　C:遅れている　-:判断できない

95,072 115,347

○１　“医都ひろさき円卓会議”を設置し、医療機関のネットワークや救急医療体制を構築

●５　自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

個別施策の実施状況 
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

B

事務事業名 H22 H23 H24 H25

1回

0

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

B

達成率

C

H22 H23 H24 H25

12.5%

78.9%

52,726

項目

高齢者の健康診断受診率向上と介護予防事業への参加促進

　 「医都ひろさき円卓会議」を設
置し、医療機関ネットワーク化・
救急医療体制の構築など、地域
医療の充実策を検討する。

医都ひろさき円卓会議設置

“医都ひろさき円卓会議”を設置
し、医療機関のネットワークや救
急医療体制を構築

自立して生活できる高齢者の割合（要介護認定を受けていない
高齢者の割合）（H23） 79.2%

後期高齢者健診受診率（H25） 29%

　第2回の日程調整が不調に終わり、目標・活動量指標である年2回の開催は達成できなかった。
　なお、第１回会議の成果である「在宅当番医の強化」について参集者の調整の結果、会議を「医師会から
の報告会」に代えて実施しており、「順調に推移」とした。

目標・活動量指標

会議開催回数 2回/年

5-2
目標・活動量指標

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　施策を構成する各事業については、「工程表どおり実施済み」と「工程表より遅れている」との評価になって
おり、施策全体としては、総合的に勘案して「概ね工程表どおり」との評価とした。

決算額

5-1

　医都ひろさき円卓会議は、平成22年8月に設置し、第1回目の会議を開催し、救急医療をはじめとする地域
医療についての検討を開始したことから「工程表どおり実施済み」とした。

　2つの目標・活動量指標ともに目標値に届いていないことから、「遅れている」との評価とした。

決算額

　平成22年度に新規設置された会議であることから、当面は定期的な開催を目指すこととし、定例化が図ら
れた際には、具体的な目標・活動指標の設定を行うこととする。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

B

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

　高齢者の健康づくりを推進する
ために、次の取り組みを行う。

(1)市が実施する健診の高齢対
象者に、個別通知及び町会を通
じて毎戸配布する。

(2)特定健診未受診の原因調査
を行い、受診率向上のための具
体的改善策に反映させる。

　平成20・21年度の2ヵ年とも健診を受診していなかった40代・50代の対象者を1,000人抽出し、「健診を受診
しない理由」や「どうすれば受診するか」などについてアンケート調査を行っており、「工程表どおり実施済
み」である。

特定健康診査事業

後期高齢者健診受託事業

結核検診

  本事業は、65歳以上の市民を対象に定期的に検診を受診することで結核の早期発見・早期治療により悪
化を防止することを目的に、無料で実施する事業である。受診者数は、年々増加傾向にある。

　目標・活動量指標の設定無し。

平成22年度実施内容

　目標・活動量指標にはほど遠いが、平成２１年度の現状値（1.29％）と比べ飛躍的にアップしているため、
「概ね順調に推移」と評価した。

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、結核検診事業を継続実施するとと
もに、受診者数の増加を促し、地域の結核の蔓延防止を図っていく。

　今後、エリア担当制度を活用するなど、受診率向上を目指したPR方法を検討したい。

　定期的な健診は病気やその兆候の早期発見に有効であり、長期的には市民の医療費負担引き下げに効
果があると考えられる。調査結果・分析を踏まえた見直しを一部実施したが、今後も健診を受診しやすい環
境作りを通し受診率の向上に努めていく。

　介護保険施設入所者などを除いた、約22,700人の後期高齢者医療被保険者に健康診査受診券を送付す
るほか、老人福祉センターなどにPRチラシを配布しており、「工程表どおり実施済み」である。

　目標・活動量指標の設定無し。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

A

今後の
方向性

事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

C

今後の
方向性

平成22年度実施内容

　二次予防事業の対象者に行う通所型及び訪問型介護予防事業の参加者を国では両事業合わせて40%を
目標とし、市は25年度までに段階的に達成することとしている。22年度は両事業合わせて15%の71人とし、通
所型介護予防事業参加者はその85%の60人としたが、参加者は24%の17人のみであった。把握対象者は、
要支援・要介護になる恐れが高いとされた高齢者であるが、介護予防に対する意識が低いと思われ、事業
への参加が尐なかった。

　二次予防事業の対象者に、筋力向上トレーニング事業等を通所介護事業所等に委託して実施した。
　二次予防事業の参加者を増やすための病院等へのポスター掲示は、準備中に、国の要綱改正があり、そ
れに伴う実施方法の見直しが予定されていたことから中止した。

　二次予防事業の対象者把握において、生活機能の状態を確認する基本チェックリストを市が郵送し、高齢
者自身がチェックして市に返送する方法に変更したことによって、高齢者が自分の状態に関心を持つこと及
び介護予防事業を知る機会となることから、委託事業者と連携を取りながら、対象者となった方の事業参加
増を図る。

二次予防事業の対象者把握事
業

   二次予防事業の対象者把握のため、65歳以上で要支援・要介護認定の無い者を対象に生活機能評価
（健診）を実施した。

　地域支援事業実施要綱の改正に伴い生活機能評価の実施が任意となったため、生活機能評価を実施せ
ず65歳以上の要支援・要介護認定の無い者へ生活機能の状態を確認するための基本チェックリストを郵送
することに変更し、二次予防事業の対象者把握増を図る。(3)二次予防事業の参加者を増

やすため、ポスターを作成し病
院等へ掲示してもらう。
（地域支援事業実施要綱の改正
に伴い、「介護予防特定高齢者
施策」が「二次予防事業」に改
正）

平成22年度実施内容

　生活機能評価の受診者は、平成20年度実績が高齢者数の9.3％であったことから、22年度は高齢者数の
10％の4,648人を目標としていたところ、11.8％の5,485人が受診した。なお、このうち二次予防事業の対象
者は、20年度実績をもとに受診者の10.2%の474人を目標としていたところ、9.2%の503人であった。生活機能
評価は後期高齢者健診と同時実施しており、平成22年度から同健診の対象範囲が広がったことから受診者
数が増加し、それに伴い生活機能評価の受診者数が増加した。

通所型介護予防事業
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

C

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

　二次予防事業の対象者のうち通所型介護予防事業に参加できない者を対象として、看護師が実施した。
　二次予防事業の参加者を増やすための病院等へのポスター掲示は、準備中に、国の要綱改正に伴う実施
方法の見直しが予定されていたことから中止した。

　二次予防事業の対象者に行う通所型及び訪問型介護予防事業の参加者を国では両事業合わせて40%を
目標とし、市は25年度までに段階的に達成することとしている。22年度は両事業合わせて15%の71人とし、訪
問型介護予防事業参加者はその15%の11人としたが、参加者は1%の1人のみであった。把握対象者は、要
支援・要介護になる恐れが高いとされた高齢者であるが、介護予防に対する意識が低いと思われ、事業への
参加は尐なかった。

平成22年度実施内容

訪問型介護予防事業

介護予防健康教育

　二次予防事業の対象者把握において、生活機能の状態を確認する基本チェックリストを市が郵送し、高齢
者自身がチェックして市に返送する方法に変更したことによって、高齢者が自分の状態に関心を持つこと及
び介護予防事業を知る機会となることから、委託事業者と連携を取りながら、対象者となった方の事業参加
増を図る。

　普及啓発事業の実施は、平成23年度からであることから、達成度の判断は次年度以降とする。

(3)二次予防事業の参加者を増
やすため、ポスターを作成し病
院等へ掲示してもらう。
（地域支援事業実施要綱の改正
に伴い、「介護予防特定高齢者
施策」が「二次予防事業」に改
正）

(4)（仮称）おたっしゃ健幸体操の
普及啓発をめざし、希望する町
会に講師を派遣する。 　平成22年度は、おたっしゃ健幸塾による(仮称)おたっしゃ体操を平成23年度に実施すべく、アンケート調

査、健康運動指導士の手配など準備事務を行い、「工程表どおり実施済み」となっている。

　高齢者が介護を必要とする状態にならないように運動を通じて、元気に生き生きと生活していくよう支援し
ていく。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

A

達成率

－

今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

4か所

事務事業名 20,400

障がい者福祉相談支援事業
今後の
方向性

障がい者への総合支援機能（ワ
ンストップサービス）の提供

　障がい者の相談支援体制の充
実を図るために、相談支援事業
所の２ヵ所増を図る。

　平成24年度には、きめ細やかな相談支援体制の充実を図るため、市内の相談支援事業所を2か所増の6
か所とすることから、平成22年度では、支援体制の整備に向け、協議を進めている。

目標・活動量指標

　平成22年度は、障がい者のため、市内4か所に設置している相談支援事業所において様々な相談に応
じ、必要な情報提供や助言を行っており、「工程表どおり実施済み」となっている。

平成22年度実施内容

相談支援事業所数（H24） 6か所

　ポイント制度の導入は、平成24年度からであることから、達成度の判断は次年度以降とする。

平成22年度実施内容

(仮称)健幸ポイント制度推進事
業

　本事業により、高齢者が、自らの健康管理に意欲を持って取り組めるような制度設計の構築を目指す。

5-3

　平成22年度は、事業実施の効果、問題点の洗い出し等の検討を行っており、「工程表どおり実施済み」と
なっている。(5)高齢者が自らの健康管理に

意欲を持って取り組めるよう、健
診の受診回数や弘前大学医学
部等の関連事業への参加状況
に応じてポイント積算できる（仮
称）健幸ポイント制度を創設す
る。

　障害者自立支援法の一部改正により、地域における相談支援体制の強化を図るための総合的な相談支
援センターの設置が義務付けられたことから、設置に向けての検討を進める。

決算額
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No. 項目 項目 自己評価

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

-

事務事業名 0

子育て支援課母子保健福祉窓
口業務体制強化

今後の
方向性

No. 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

B

H22 H23 H24 H25

1,378

　目標・活動量指標は「母子保健窓口業務のワンストップ化率（H23.4）100%」となっており、平成23年4月から
乳幼児医療費給付事務を国保年金課から移管し、乳児一般委託健康診査受診票及び予防接種予診票綴
を子育て支援課でも発行するため、平成22年度末に国保年金課と健康推進課からの引継ぎを完了し、ワン
ストップ化率100％達成のための準備を整えたことから、達成率は「概ね順調に推移」との評価とした。

目標・活動量指標

決算額

平成22年度実施内容

母子保健福祉の総合支援機能
（ワンストップサービス）の提供

　母子保健福祉の窓口サービス
の相談体制の充実を図るため
に、子育て支援課で次の業務を
行う。
・赤ちゃん相談電話を健康推進
課から移管
・母子健康手帳交付・妊婦窓口
相談など母子保健の一部業務を
子育て支援課でも実施
・乳幼児医療費給付事務を国保
年金課から移管
・乳児一般委託健康診査受診票
及び予防接種予診票綴を子育
て支援課でも発行
※母子保健の窓口業務を保健
センター及び子育て支援課が並
行して実施

　子育て支援課の設置により、母子保健福祉の窓口サービスの充実を図ってきたが、今後は、それをさらに
充実させるとともに、Smile弘前子育てマスタープラン（平成23年10月策定予定）の策定により、組織体制等を
含め、より一層の子育て支援施策の充実を図る。

母子保健窓口業務のワンストップ化率（H23.4）
 100%

決算額

項目

自殺予防など心の健康づくり・命の尊さ教育を実施

5-4

　平成22年度は、赤ちゃん相談電話業務を健康推進課から移管したほか、母子健康手帳交付や妊産婦窓
口相談など母子保健の一部業務を健康推進課（保健センター）だけではなく、子育て支援課（本庁）でも実
施し利便性の向上を図ることとした。
　平成22年7月1日付けの「子育て支援課」が設置された時点で、予定どおり実施したことから、「工程表どお
り実施済み」となっている。

5-5

　施策を構成する2事業は、いずれも「工程表どおり実施済み」となっている。

平成22年度実施内容

　施策を構成する2事業のうち、1事業は「順調に推移」としたが、1事業の達成率の判断は次年度からとなっ
ており、総合的な判断は「順調に推移」となっている。
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実施内容 事務事業名 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

今後の
方向性

進捗率

A

達成率

B

H22 H23 H24 H25

51人

80人

今後の
方向性

　平成22年度に実施した事業を継続、拡充し、目標・活動指標の達成を目指していく。

　講座については東京都から講師を招へいし内容の見直しを図り参加人数の増加を、配布物についてはデ
ザイン・構成等の工夫に重点をおいて事業の推進に努める。

　平成22年度は、ポスター、ラジオコマーシャル等、予定していた事業をすべて行っており、「工程表どおり
実施済み」となっている。

　市民の心の健康づくりと命の尊
さ教育を推進するために、次の
取り組みを実施する。

(1)心の健康づくり
・ポスターの作成・掲示
・パネルの作成・掲示
・ラジオコマーシャルの放送
・バス車内広告の掲示
・啓発グッズの配布
・平成23年度以降「普及啓発事
業」の新規事業採択を図る。

(2)命の尊さ教育
・学級経営等の充実
・性教育の充実（H22まで隔年で
発行していた教師用「性教育の
手引」をH23から毎年発行に変
更）
・電話「子ども悩み相談」事業の
充実（電話相談カードとリーフ
レットの様式を改良し、市立小・
中学校児童生徒、保護者に配
布）

(1)心の健康づくり事業

　平成22年度の各講座及び配布物等については、内容及び講師等を見直し実施内容を決定し、「工程表ど
おり実施済み」となっている。

　学級経営講座の平成22年度目標・活動量指標は30人で、性教育研修講座の平成22年度目標・活動量指
標は45人でどちらも達成済みとした。平成25年度目標・活動量指標達成に努める。また、子ども悩み相談の
配布物については、改良した配布物が平成23年度に作成され、平成24年度に配布となることから、事業周
知率は平成24年度からの記載とする。全体としては「順調に推移」と判断した。

学級経営講座参加者数（H25） 60人

電話「子ども悩み相談」事業周知率（H25） 50%

(2)命の尊さ教育

平成22年度実施内容

性教育研修講座参加者数（H25） 75人

目標・活動量指標

自殺者数（H25） 48人以下

　自殺者数の数値が把握できないことから、達成率の判断は次年度以降とする。

目標・活動量指標
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

A

H22 H23 H24 H25

 10万枚/年

1.9%

事務事業名 180

がん検診受診推進事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

Ｂ

H22 H23 H24 H25

92.8%

事務事業名 0

禁煙・分煙推進事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

平成22年度実施内容

　受動喫煙による健康被害を防
止するために、次の取り組みを
行う。
・市の施設における禁煙・分煙対
策の強化及び実施状況の公表
を行う。（分煙施設における効果
的分煙または禁煙の推進）
・民間が所有する公共的施設に
対する受動喫煙防止対策(事業
所訪問)を県と連携して行う。
・空気クリーン施設情報につい
て、県ホームページへリンクを張
る。

　今後は、対策をしていない施設の減尐と各施設の受動喫煙防止対策の強化対策に向け働きかけていく。

がん検診の受診率向上運動の
実施

5-7

　市の施設を対象とした禁煙・分煙対策の状況調査を実施したほか、県と連携した民間事業所訪問の検討
を行っていることから「工程表どおり実施済み」となっている。

　微増ではあるが、禁煙・分煙が進んでいることから、「順調に推移」していると考えられる。

目標・活動量指標

公共施設における禁煙、効果の高い分煙の施設の割合（H25）
 100%

決算額

受動喫煙による健康被害を防ぐ
ため、公共的施設での分煙と喫
煙規制を強化

5-6

　平成22年度は、講演会及び巡回がん検診案内ハガキの配付など、予定した事業を実施しており、「工程表
どおり実施済み」となっている。

　巡回がん検診案内ハガキ送付数は10万枚、がん検診受診率は対平成21年度対比　1.5%アップの目標に
対して1.9%であり、「目標を達成済み」となっている。

目標・活動量指標

巡回がん検診案内ハガキ送付数
 10万枚/年

  がん検診の受診率向上により、
病気の早期発見早期治療につ
なげていくために、次の取り組み
による受診率向上運動を実施す
る。
・体験者を講師に講演会を実施
し、地域に広める。
・巡回がん検診案内ハガキでの
ＰＲ
・広報ひろさきでのＰＲ（早期発
見の必要性や検診料自己負担
額が低額であること等）
・事業所検診の実態調査及びが
ん検診の同時受診の調整検討

がん検診受診率
対21実績比+5%

　がん検診受診率向上により、病気の早期発見・早期治療に結びつけていく。

決算額
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

Ａ

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

事務事業名 0

集団予防接種事業
今後の
方向性

No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

達成率

－

H22 H23 H24 H25

－

事務事業名 0

介護相談員派遣等事業
今後の
方向性

平成22年度実施内容

　介護サービス相談体制の強化
を目指し、介護オンブズパーソン
と同様の効果が期待できる介護
相談員派遣等事業(※35)を実施
し、苦情に至る事態を未然に防
止する。

　市民の意向調査結果を取りまとめたのちに、その結果に基づき具体的な検討を加えることとしたい。

平成22年度実施内容

インフルエンザなど児童の集団
予防接種制度の検討

　先進事例を参考に、平成24年度の事業実施に向けて工程表どおりに進めていきたい。

5-9

　平成22年度は事業内容を検討することとしていたが、平成23年度の制度設計に向けて県内の先進地を視
察し、課題、問題点、予算などを確認し、参考とする内容が決定したため、「工程表どおり実施済み」との評
価とした。

　事業の目標・活動量指標の設定を平成24年度からとしていることから、達成率の判断は平成24年度からと
する。

目標・活動量指標

介護相談員相談件数 120件/年

決算額

介護オンブズパーソンの認定に
よる介護サービス相談体制の強
化

5-8

　平成22年度は、児童の集団予防接種制度全般について検討を行った。また、市民の意向に関する現状把
握(アンケート調査)は平成23年2月から実施していることから「工程表どおり実施済み」となっている。

　目標・活動量指標は集団予防接種の実施回数としているが、実施が24年度であることから達成率の判断は
平成24年度以降とする。

目標・活動量指標

実施回数 のべ56回/年

決算額

　インフルエンザなど児童の集団
予防接種制度について、次のと
おり導入に向けた検討を進め
る。
・市民の意向の現状把握
・保護者、学校、医療機関との協
議
・集団接種を実施する種類の特
定
・実施手続き
①協力医師の選定
②集団接種の会場の選定
③ワクチンの手配
④機械器具・救急薬品の準備
⑤市民への周知
⑥職員の派遣　など
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No. 項目 実施内容 自己評価

進捗率

A

達成率

－

H22 H23 H24 H25

-

-

事務事業名 0

子育て支援センター運営事業
今後の
方向性

　(1)新規子育て支援センターの設置は、平成23年度に設置する懇談会で出された意見を参考にして事業
を検討していくこととする。
　(2)既設支援センターの充実は、平成23年度の実施状況・参加者数を見ながら、次年度以降の更なる充実
を検討する。

決算額

　子育て環境の充実のため、子
育て支援センターの取り組みを
次のとおり行う。
(1)新規子育て支援センターの設
置
　街中の高齢者や子連れの母な
どが集まり易い場所に民間との
協働によりひろば型子育て支援
センターを新設
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事
業、親同士の交流　　など
(2)既設支援センターの充実
　大成なかよし会（土手町分庁舎
内）において出張センターの開
設
・事業内容
高齢者とのふれあい、食育事業
など

平成22年度実施内容

　「(1)新規子育て支援センターの設置」は、平成22～23年度に実施場所、委託先等の検討を行うこととされ
ており、平成23年度に懇談会を設置して、支援センターに必要な機能について意見をいただくほか、事業に
ついて意見交換・情報共有を図り、今後の事業推進のためのネットワークを構築するため、平成23年度予算
に委員やアドバイザーへの謝礼ほか、懇談会開催に要する経費993千円を計上した。
　「(2)既設支援センターの充実」は平成22年度は内容を検討することとしていたが、平成23年度に土手町分
庁舎内で出張センターを開設することとし、平成23年度予算にテーブル等の経費150千円を計上した。
　以上のことから、「工程表どおりに実施済み」との評価とした。

　(1)目標・活動量指標のうち「子育て支援センターの設置　1か所」は設置工事・供用開始が平成24～25年
度を予定しており、達成率の判断は平成25年度以降になる予定である。
　(2)目標・活動量指標のうち「出張センター事業参加者数　300人/年」は出張センター開設が平成23年度で
あることから、達成率の判断は次年度からとする。

目標・活動量指標

子育て支援センター設置 1か所

地域における高齢者と子どもの
交流活動の促進（子育て支援セ
ンターで実施）

No.4-(1)-4「子育て支援センター
の整備（高齢者と子どもの交流
や集いの広場、地産地消食育レ
ストラン、地域子育てサポーター
〈高齢者による夜間休日保育ボ
ランティア〉配置、ｅｔｃ）」の実施
内容を再掲

出張センター事業参加者数 300人/年

5-10
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