
 

 

今金町の子育て支援に関する指針は・・・・ 

☆ 次世代育成支援対策推進法により                     

＜参 考＞ ◎ 次世代育成行動計画について  

前期行動計画 平成１７年度～平成２１年度／後期行動計画 平成２２年度～平成２６年度 

 

 

◎ 次世代育成支援対策推進法の改正内容＜関係部分のみ＞ ～２４．８一部改正あり～  

現行法 第８条（市町村行動計画）市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに当該市町村の事務及び事業に関し、５年を１期として、地域

における子育て支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭

に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進、その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町

村行動計画」）という。）を策定するものとする。 

  
 

☆ 子ども・子育て支援法により  

１．子ども及びその保護者が確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども子育て支援

事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所

において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又はその保護者からの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府

令で定める便宜の提供を総合的に行う事業 
２．世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当する「特定支 給認定保護者」の子どもが、指定教育・保育、特別利用教育・

保育、指定地域型保育又は特例保育を受けた場合、保護者が支払うべき日用品、文房具その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、行事へ

の参加に要する費用として市町村が定める全部又は一部を助成する事業             

３． 特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設 
置又は運営を促進するための事業 

４．放課後児童健全育成事業（学童保育所）＜児童福祉法第６条の３第２項＞ ５．子育て短期支援事業（ショートステイ事業）＜児童福祉法第６条

の３第３項＞ ６．乳幼児家庭全戸訪問事業 ＜児童福祉法第６条の３第４項＞ ７．養育支援訪問事業 ＜児童福祉法第６条の３第５項＞  

８．要保護児童対策地域協議会等の運営 ＜児童福祉法第２５条の２第１項＞ ９．要保護児童等に対する支援 ＜児童福祉法第２５条の２第１項＞ 

１０．地域子育て支援拠点事業 ＜児童福祉法第６条の３第６項＞ １１．病児、病後児保育事業 ＜児童福祉法第６条の３第１３項＞ 

１２．一時預かり事業 ＜児童福祉法第６条の３第７項＞ １３．子育て援助活動支援事業 ＜児童福祉法第６条の３第１４項＞ １４．妊婦に対する

健康診査事業 ＜母子保健法第１３条第１項＞ 

H25準備・H26見直し 

平成17年度～平成26年度 

今金町次世代育成支援行動計画 

平成27年度～平成31年度 

今金町子ども・子育て支援計画 

策定することができる。 

議題＜３＞今金町の子育て支援事業の状況について 



 

このように、次世代育成支援対策推進法による今金町次世代育成

支援行動計画（平成 17 年度～平成 26 年度）が、新たに子ども・子

育て支援法による今金町子ども・子育て支援事業計画（平成27年度

～平成31年度）と生まれ変わるため、今金町次世代育成支援行動計

画の進捗状況の点検評価を行った。点検評価結果については、次頁

以降に記載しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 計画通りに進捗されているもの。又は完了しているもの。 

○ 概ね計画通りに進捗されているもの。 

△ 検討を要するもの。課題を要するもの。 
 



４　子どもの教育と教育環境の充実

１．教育内容の充実と学校教育施設の整備

（１）幼児教育の充実

№ 評価 コメント等

1 就園補助 継続
家庭の教育力が低下し今金幼稚園教育へ役割と期待が高ま
る中で、今金幼稚園の運営資金と保護者の経済的負担の軽
減をはかるため、今金幼稚園就園奨励事業を継続実施する

教育委員会 ◎ 実施している

2 子育て支援「にこにこクラブ」 継続
1歳児からの在宅親子への遊び場として今金幼稚園の遊戯室
と絵本の部屋を開放し、遊びを援助する平成10年度より冬期
間5～6回開催する

今金幼稚園 ◎ 平成２３年度末今金幼稚園閉園のため事業完了。

3 絵本ボランティア「マザーズポケット」 継続
絵本の読み聞かせサークルとして毎週火曜日午前中、今金
幼稚園児に絵本の読み聞かせを実施する

今金幼稚園
教育委員会 ◎ 認定こども園いまかねにおいて毎月１回継続されている。

4 絵本の部屋一般開放「えほんのひ」 継続
幼児や小学生児童を対象として学校5日制に対応するため、
平成14年度より年12回、土曜日の午前中に絵本の読み聞か
せを教師1名が当番制で実施する

今金幼稚園 ◎ 園児を対象として、毎週金曜日に絵本の貸し出しを実施
している。

5 子育て情報紙の発行 継続
今金幼稚園の情報など今金幼稚園教育についての情報提供
を「にこにこ通信」、園だより「ふうせん」、「すこやか通信」、「絵
本の日のご案内」などで実施する

今金幼稚園 ◎ 園だよりを発行している。

6
 就学前子育て支援施設
 （認定子ども園）の整備（再掲）

新規

少子化の進展、教育・保育ニーズの多様化に的確に対応す
るため、民間活力を導入し、即応性や柔軟性を持つ民間と協
働しながら、よりよい子育て環境を築くため、民設民営の幼保
連携型認定こども園の設置を支援する

教育委員会、保健福祉課
今金保育所、今金幼稚園
小百合保育園

◎ 完了

（２）学校教育の充実

№ 評価 コメント等

1 学社融合の推進 継続
学校教育と社会教育がより連携することで地域の風が行きかう
開かれた学校の実現をめざす。学社融合ファイルの作成と活
用をする

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

2 学校支援地域本部推進事業 新規

学校と地域との連携調整を行う地域コーディネーターのもと学
習活動や学校が必要とする支援活動を行い、教員の子どもに
向き合う時間の確保と拡充により、子ども達への的確な教育の
提供と地域の教育力の活性化を図る

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

計画の進捗状況に関する点検評価結果

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体



3
 国際交流推進アドバイザー招聘
 事業

継続
外国の文化や生活など語への理解を深めるため、幼児から中
学生までを対象に巡回訪問｡英会話教室や地域交流を行う

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

4
 学校評議員による開かれた学校
 経営の展開

継続
平成16年度に導入した学校評議員制度を活用し、学校・家
庭・地域が連携し開かれた学校経営をめざす

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

5 特色ある学校づくり 継続
総合的な学習の時間において、地域の教育資源や人材を積
極的に活用し特色ある学校づくりを推進する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

6 学校開放事業（再掲） 継続
社会教育活動、社会体育活動の場として町内4校の体育館等
を活用する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

7 特別支援教育の推進 継続
今金幼稚園、小中学校において、障がいのある児童生徒一
人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な支援を行う特別支援
教育に取り組む

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

8 地域文化財活用事業 継続 学校教育での活用による文化財保護意識の高揚・啓発をする 教育委員会 ◎ 実施出来ている。

9 学校図書館の充実 継続

各教科や総合的な学習の時間等での発展学習、調べ学習な
どで利用するほか、昼休み、放課後の自由な読書活動や読
書指導の場として活用し、町民センター図書室との連携をは
かる

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

10
 小・中学校児童生徒就学援助
 制度の利用促進（再掲）

継続

町内の小･中学校に通う児童･生徒の保護者で、経済的に困
窮している人に就学援助として学用品や給食、修学旅行の費
用を援助する制度で、学校の協力を得て就学児童・生徒の保
護者へ周知をはかり、就学援助制度の利用促進をはかる

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

11 地域教育懇談会 継続
児童数の減少を直視した地域の教育のあり方について教育
委員と地域、保護者からなる地区懇談会の開催を実施する

教育委員会 ◎ 平成２４年度において美利河地区、２５年度において種川
地区について実施している。

12 奨学資金貸付事業の充実 継続
経済的理由により、高等学校、高等専門学校、大学または短
期大学、専修学校への就学が期大学、専修学校への就学が
困難な者に対し、学資を貸し付ける

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

13  美利河小学校 山村留学制度 継続

美利河小学校に留学を希望する児童に対して、美利河の里
親の協力のもとに留学生として受け入れ、学校での教育ととも
に地域や豊かな自然の恵みを受けながらさまざまな体験を
し、心身ともに豊かでたくましい成長をはかることを目的に実
施する

教育委員会 ◎ 平成２４年度で美利河小学校が閉校となため事業完了



（３）学校教育施設の整備と教育関連施設の活用

№ 評価 コメント等

1
 生涯学習施設の有効活用
 に向けた調査研究

新規
閉校学校施設を地域の学習活動の場として利用するための
ニーズ調査や意見交換を行い子どもから高齢者までが施設
活用する環境づくりに努める

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

2 まなびの環境づくり促進事業 新規

学校･家庭・地域・教育委員会がそれぞれの立場における役
割や取り組みを通して、子どもたちの学び・生活習慣の改善を
はかる。さらに、今金町の子どもたちの健やかな成長と確かな
学力の向上を支援する体制も様々な取り組みを通して実践す
る

教育委員会 ◎
平成２３年度より学力向上推進委員会「今金っ子育成プ
ロジェクトチーム」を設置し、そこから導き出された「読書と
作文のまち」づくりに取り組んでいる。

3 学社融合の推進（再掲） 継続
学校教育と社会教育がより連携することで地域の風が行きかう
開かれた学校の実現をめざす。学社融合ファイルの作成と活
用をする

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

２．家庭と地域の教育力の向上

（１）家庭教育への支援

№ 評価 コメント等

1

 ブックスタート事業
（※前期計画時　「絵本と出会う・親
子
     ふれあい事業」）

継続

５～６か月児を対象にすくすく親子広場で、赤ちゃんとその保
護者に絵本の楽しさを分かち合う歓びや大切さなどのメッ
セージを伝えながら絵本を手渡し、親子のふれあいを深める
きっかけとする

教育委員会
保健福祉課 ◎ 実施出来ている。

2
 親子、世代間のふれあい体験
 事業（再掲）

継続
家庭の教育力や子育て機能を高めるため、親子や世代間の
ふれあい体験講座を実施

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

3
 地域子育て支援センター
 事業（再掲）

継続
子育て家庭への育児支援として育児不安についての相談支
援と子育て情報の提供、ボランティアの育成、子育てサークル
等への支援などを実施する

子育て支援センター ◎ 実施出来ている。

4
 人権教育の推進と人権意識高揚
 のための啓発（※前期計画時「子ども
 の権利を守る意識の啓発」）

継続
人権擁護委員による小中学校における、人権教室等の開催
に関する協力。また、啓発ポスターやリーフレットを配布するな
ど人権意識高揚のための普及啓発も実施する

まちづくり推進課
教育委員会、保健福祉課 ◎

・人権の花事業の開催⇒各小中学校に花苗配布。
・人権教室の開催実施（随時開催）
・特設人権相談実施⇒春夏年２回

5
 就学前子育て支援施設
 （認定こども園）の整備（再掲）

新規

少子化の進展、教育・保育ニーズの多様化に的確に対応す
るため、民間活力を導入し、即応性や柔軟性を持つ民間と協
働しながら、よりよい子育て環境を築くため、民設民営の幼保
連携型認定こども園の設置を支援する

教育委員会、保健福祉課
今金保育所、今金幼稚園
小百合保育園

◎ 完了

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体



6 子育てメソッド形成事業 新規
教育行政と保健福祉部局が一体となり、今金町における就学
児検診に合わせ、多くの保護者が集まる機会を活用し、子育
て支援学習のプログラムの普及啓発を実施する

教育委員会、保健福祉課 ◎ 実施出来ている。

7
 まなびの環境づくり促進事業
 （再掲）

新規

学校･家庭・地域・教育委員会がそれぞれの立場における役
割や取り組みを通して、子どもたちの学び・生活習慣の改善を
はかる。さらに、今金町の子どもたちの健やかな成長と確かな
学力の向上を支援する体制も様々な取り組みを通して実践す
る

教育委員会 ◎
平成２３年度より学力向上推進委員会「今金っ子育成プ
ロジェクトチーム」を設置し、そこから導き出された「読書と
作文のまち」づくりに取り組んでいる。

（２）地域の教育力の向上

№ 評価 コメント等

1
 子育て支援ネットワーク会議設置
 と活動促進（再掲）

継続
地域や子どもに関わる各種団体との連携をはかるため、子育
て支援ネットワーク会議を組織する

子育て支援センター
教育委員会等 △ それぞれの地域・子育て関連団体のネットワーク化の推

進について、今後検討を要する。

2 学社融合の推進（再掲） 継続
学校教育と社会教育がより連携することで地域の風が行きかう
開かれた学校の実現をめざす。学社融合ファイルの作成と活
用

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

3
 まなびの環境づくり促進事業
 （再掲）

新規

学校･家庭・地域・教育委員会がそれぞれの立場における役
割や取り組みを通して、子どもたちの学び・生活習慣の改善を
はかる。さらに、今金町の子どもたちの健やかな成長と確かな
学力の向上を支援する体制も様々な取り組みを通して実践す
る

教育委員会 ◎
平成２３年度より学力向上推進委員会「今金っ子育成プ
ロジェクトチーム」を設置し、そこから導き出された「読書と
作文のまち」づくりに取り組んでいる。

4
 学校支援地域本部推進事業
（再掲）

新規

学校と地域との連携調整を行う地域コーディネーターのもと学
習活動や学校が必要とする支援活動を行い、教員の子どもに
向き合う時間の確保と拡充により、子ども達への的確な教育の
提供と地域の教育力の活性化を図る

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

（３）児童の健全育成

№ 評価 コメント等

1  ふれあい運動・5つの実践の推進 継続

町ぐるみ・地域ぐるみで、子どもたちの豊かな心を培うための
「声かけ運動」を推進するとともに、子どもたちの良い行いを通
じて「自信」と「意欲」をもたせるため、子どものよい行いをほめ
てもらう「子ほめ運動」を推進する

教育委員会

まちづくり推進課
◎ ５つの実践「声をかけよう」「聞こう」「ほめよう」「教えよう」

「しかろう」を実施

2
 「せわずき・せわやき隊」活動
 の促進（道）（町）

新規
通学路での登校時の児童・生徒に、目配りやあいさつなど「あ
いさつ・声かけ運動」を展開する

保健福祉課 ◎

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体



3

 「道民家庭の日」「道民育児の日」
 の周知 （再掲）
（※前期計画時　「家庭の日運動の
　 　推進」）

継続

社会全体で子育てを支援することやワークライフバランスを促
進するために道が定めた、「道民育児の日」（毎月19日）と「道
民家庭の日」（毎月第3日曜日）の住民への周知の協力に努
める

教育委員会
保健福祉課
まちづくり推進課

〇
切り口は異なるが「毎月19日は食育の日、家族一緒にご
飯の日」として異なる形でワークライフバランスに投げかけ
ている。

4 今金町教育週間推進事業 新規

今金町民が、「今金町の子どもたちは、今金町民の手で育む」
との共通理念のもと、教育についての理解と関心を深め、家
庭、学校、地域がそれぞれの役割を担うための今金町教育週
間を設ける

教育委員会 ◎ 10月25日から11月８日を今金町教育週間として制定し関
連事業を推進している。

5 健全育成推進運動活動支援 継続
町内の児童・生徒の実態を把握するとともに、子どもたちが心
身ともに健やかに成長していくための適切な支援のあり方を
検討し、学校内外の生徒指導体制の充実をはかる

教育委員会 ◎ 秋祭りにおいて、夜間巡回指導を実施。

6
 子どもが参加するスポーツ･文化
 活動への支援

継続
各種スポーツ大会や芸術鑑賞教室、作品展等へ児童が参加
する事業を推進する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

7 世代間交流事業 継続 異年齢の子どもたちと高齢者の交流を推進する 教育委員会 ◎ 実施出来ている。

8
 国際交流推進アドバイザー招聘
 事業（再掲）

継続
外国の文化や生活など語への理解を深めるため、幼児から中
学生までを対象に巡回訪問｡英会話教室や地域交流を行う

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

9

 国際交流事業
 中学生ニュージーランド派遣事業
 及びニュージーランド・バーンサイ
ド
 高校生受け入れ事業

継続

ニュージーランドへ中学生を派遣し、ホームステイや学校交流
など異なる文化や習慣を体験し、広い視野と見識をもつ人材
の育成をはかる。また、ニュージーランド･バーンサイド高校生
を受け入れし、ホームステイや学校交流、地域交流を行う

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

10  情報教育の推進 継続
コンピュータの学習講座などの機会を利用し、情報モラルや
マナーなどの指導をするとともに、より効果的な活用方法を検
討する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

11 スポーツ少年団への支援（再掲） 継続
子どもたちの健やかな身体の育成や技術の向上のためス
ポーツ少年団の活動を支援する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

12  子ども会活動への支援（再掲） 継続
各地域の個性ある文化・スポーツ活動を大切に保存・継承し
子どもたちの豊かな心を育む地域子ども会の活動を支援する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

13  町民センター図書室事業 継続
今金町図書館振興会議の設置、各学校・施設への団体貸出
を実施する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

14  少年派遣・研修事業 継続
檜山支庁管内少年の主張大会、道南ジュニアリーダーコース
へ派遣する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

15  ＰＴＡ連合会の運営支援 継続
町内保護者と先生の会の連絡提携、町内教育に関する研究
及び事業、学校教育の後援推進、教育諸団体との連携をは
かる

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

16  まちづくりへの児童の意見の反映 継続
まちづくりへの住民参加の一つとして、次代を担う小中学校生
からまちづくりに関する意見や考えを聴く機会を設ける

総務財政課
教育委員会 〇 平成２５年度において、こども議会（中学生）の開催を計

画している。



17  自然体験・農業体験の学習充実 継続
子どもたちが豊かな自然や地元農業とふれあう体験学習を充
実する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

18  今金町文化少年団育成事業 新規
今金町文化協会が主催する文化活動で､文化活動を愛好す
る大人が子どもたちのために共に手をとり､文化的な学習機会
を提供する

教育委員会 ◎ 実施出来ている。

（４）道立高等養護学校との連携の推進

№ 評価 コメント等

1
 各種イベントへの参加・参画
 と交流促進

継続
地域の各種イベントへの教職員、生徒等の参加・参画を促す
とともに、高等養護学校の行事への参加を促進し交流を深め
る

教育委員会 ◎ 秋まつり、ピリカふれあい歩くスキー大会などを通して交
流が深まっている。

2 小中学生との学習・交流の促進 継続
小中学生が高等養護学校の生徒とともに学習したり交流した
りできる機会をつくる

教育委員会 ○ フレンドリーライブの開催により中学生との交流を図っている。

3
 学校プールを利用した水泳教室
 事業

新規
今金高等養護学校プールを活用した水泳教室を開催し、子
どもから高齢者まで水に親しみ,健康づくり・体力づくりに資す
る

教育委員会 ◎ 実施出来ている。現状の水泳教室は小学生を対象として
いる。

５　子どもを育む安全な生活環境づくり

１．子育てに安心な生活環境づくり

（１）バリアフリーの推進

№ 評価 コメント等

1
 道路・公共施設等のバリアフリー化
 促進

継続
歩道と車道の段差解消や公共施設等の階段に手摺を設ける
など、バリアフリー化を促進する

公営施設課 〇

（２）通学路の安全確保

№ 評価 コメント等

1 通学路の安全確保 継続
子どもや子連れ通行人の交通安全を確保するため、通学路
の点検や歩道の設置、必要に応じて交通規制等を検討する

公営施設課
教育委員会 ◎

各関係機関と共に通学路の点検を実施し危険個所を改
善。（平成２４年度　今金小学校前歩道にガードレールを
設置等）

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体



（３）良好な居住環境の整備

№ 評価 コメント等

1 シックハウス対策の推進 継続

居住者等が有害化学物質（ホルムアルデヒド・クロルピリホス）
による室内空気汚染によって衛生上の支障を生じないよう、建
築材料及び換気設備について必要に応じて審査・検査を実
施する

公営施設課 ◎ 実施出来ている

2
 公営住宅ストック総合活用計画
 の推進

継続
公営住宅ストック総合活用計画を推進し、快適な居住環境を
整備する

公営施設課
総務財政課 ◎ 実施出来ている

3 公園・緑地の整備（再掲） 継続 子どもの安全な遊び場の確保に努める 公営施設課 ◎ 実施出来ている

２　安全・安心まちづくりの推進

（１）交通安全活動の推進

№ 評価 コメント等

1
 児童・生徒に対する交通安全教育
 等の実施

継続
交通安全思想の普及をはかるため、交通安全推進協議会や
公安委員会・警察等関係機関の協力を得て、児童・生徒を対
象に交通安全教育を実施する

まちづくり推進課 ◎ 交通安全運動推進員会、交通安全指導委員会、交通安
全協会と連携し、各種交通安全事業を実施

2 チャイルドシートの装着促進 継続
交通事故から乳幼児の生命を守るため、6歳未満の乳幼児を
もつ保護者に対し期限付きでチャイルドシートを無償貸与し、
チ ャイルドシート装着の促進を図る

まちづくり推進課 ◎ 年間約３０件の貸出実績有。更なる啓発活動の推進を図
る

3 交通安全指導員の配置 継続
交通安全指導員を配置し、主に交通安全期間中の登校時に
通学路の交差点等で交通安全指導や交通安全意識の高揚
をはかる

まちづくり推進課 ◎ 交通安全運動推進員会、交通安全指導委員会、交通安
全協会と連携し、各種交通安全事業を実施

4 幼児交通安全クラブ 継続
保護者の参加と共感を得ながら、今金保育所・今金幼稚園の
児童を対象に、幼児期交通安全知識の定着と意識の向上を
はかる

今金保育所
今金幼稚園
まちづくり推進課

◎ 交通安全運動推進員会、交通安全指導委員会、交通安
全協会と連携し、各種交通安全事業を実施

（２）防犯活動の推進

№ 評価 コメント等

1 安全・安心パトロール活動の展開 継続

子どもの登下校時における通学路の点検、公園等の巡回など
のパトロール活動を強化するほか、地域、関係団体、関係機
関と情報を共有した積極的な安全・安心パトロール活動を展
開する

教育委員会

まちづくり推進課
◎

・交通安全運動推進員会、交通安全指導委員会、交通
安全協会と連携し、各種事業を実施
・安全で住みよい町づくり推進協議会での情報交換し共
通理解を図りながら事業実施。

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体

事　　　業 事業の内容 実施主体



2 子どもを守るための活動の推進 継続
防犯教室などを通じて子どもの防犯意識の高揚をはかるほ
か、関係機関や団体等と連携し「子ども110番の家」の設置や
新入学児童への防犯ブザーの配布などの実施に協力する

教育委員会

まちづくり推進課
◎ 実施出来ている。

3 不審者対応マニュアルの作成指導 継続
学校の安全管理をはかるため、不審者対応マニュアルを作成
し小中学校に配布する

教育委員会
まちづくり推進課 ◎ 各学校に対し不審者対応マニュアルを配布

4 街路灯、防犯灯の整備推進 継続
子どもたちを犯罪の被害から守るため、通学路の街路灯・防
犯灯の適正な維持管理に努める

公営施設課
まちづくり推進課 ◎ 防犯灯⇒全町に４１９灯設置。要望に応じ移設・増設


