
基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実

施策の方向性 （１）子どもの人権を大切にする取組の充実 施策の方向性 （１）子どもの人権を大切にする取組の充実

取り組み内容 ①子どものための相談・支援体制の充実 取り組み内容 ①子どものための相談・支援体制の充実

具体的施策 職員や教員の相談対応力の向上 具体的施策 職員や教員の相談対応力の向上

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

※ 白抜き部分 …見直し・修正箇所

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画
評価シートの見直しについて令和２年度

・不登校児童生徒支援事業
・保護者ふれあい学習会

・不登校児童生徒支援事業
・保護者ふれあい学習会

教育支援課 小学生・中学生 教育支援課 小学生・中学生

評価 B

事業を通して、教員の相談対応力の向上を図ること
ができたため。

評価 B

巡回訪問により不登校傾向の早期把握やケース会議に参加
し、個々のケースに応じた支援・助言を行うことができ
た。また、教員の相談対応力向上を目指し、各種研修等を
実施することができた。

教員が気軽に相談できる体制の充実が必要である。 教員が気軽に相談できる体制の充実が必要である。

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

不登校児童生徒支援
　　支援員による小中学校の巡回訪問及び家庭訪問を実施。39ケー
スを支援

令和2年度と同様に引き続き
実施予定。

不登校児童生徒支援
　　支援員による小中学校の巡回訪問及び家庭訪問を実施。39ケー
スを支援

令和2年度と同様に引き続き実
施予定。

修正前 修正後
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基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実

施策の方向性 （１）子どもの人権を大切にする取組の充実 施策の方向性 （１）子どもの人権を大切にする取組の充実

取り組み内容 ①子どものための相談・支援体制の充実 取り組み内容 ①子どものための相談・支援体制の充実

具体的施策 被害に遭った子どもの心のケアの推進 具体的施策 被害に遭った子どもの心のケアの推進

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

・犯罪被害者等見舞金
　　遺族見舞金、傷害見舞金とも支給実績なし。
・犯罪被害者等支援の情報提供
　　京都府安心安全まちづくり推進課や関係団体等と連携し、犯罪
被害者の支援施策の情報提供に努めた。
・ホンデリングの実施
　　犯罪被害者週間に合わせて、ホンデリングを実施した。

令和2年度と同様に引き続き
実施するとともに、ホンデ
リングの回収箱の設置箇所
増設を図る。また、（公
社）京都犯罪被害者支援セ
ンターとより密に連携した
取組を推進する。

・犯罪被害者等支援の情報提供
　　総務課にワンストップ窓口を設置するとともに京都犯罪被害者支援センター
　　をはじめ子育て支援関係部署等と連携し、犯罪被害者の支援施策の情報提供
　　に努めることで親子や直接被害にあった子どもへの支援体制を整えた。
・ホンデリングの実施（子どもを含めた犯罪被害者への支援）
　　犯罪被害者週間に犯罪被害者等に対する市民の理解を深め、支援を広げるた
     め、古本等の売却収益を支援に充てる当該事業を実施した。
・犯罪被害者等見舞金（18歳未満の子どもも対象）
　　遺族見舞金、傷害見舞金とも支給実績なし。

令和2年度と同様に引き続き実
施するとともに、ホンデリン
グの回収箱の設置箇所増設を
図る。また、（公社）京都犯
罪被害者支援センターとより
密に連携した取組を推進す
る。

・犯罪被害者等見舞金
・犯罪被害者等相談窓口の運用
・関係機関と連携した犯罪被害者等支援の推進

・犯罪被害者等見舞金
・犯罪被害者等相談窓口の運用
・関係機関と連携した犯罪被害者等支援の推進

総務課 妊婦～18歳未満 総務課 妊婦～18歳未満

評価 B

対象を市民に拡大したホンデリングを継続実施する
など、犯罪被害者等の支援に取り組んだため。

評価 B

18歳未満の子どもを含めて犯罪に遭わない、遭わせないた
めの取組を推進するとともに、被害を受けた際の相談窓口
の運用や京都犯罪被害者支援センターをはじめ子育て支援
関係部署等との連携できる体制がとれているため。

犯罪被害者等に対する理解がより一層深まるよう、
関係機関との連携体制の強化や効果的な啓発の実施
手法等について検討が必要である。

犯罪被害者等に対する理解がより一層深まるよう、関
係機関との連携体制の強化や効果的な啓発の実施手法
等について検討が必要である。

修正前 修正後
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基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実

施策の方向性 （２）たくましく、心豊かに育つ環境づくり 施策の方向性 （２）たくましく、心豊かに育つ環境づくり

取り組み内容 ①就学前教育・保育の充実 取り組み内容 ①就学前教育・保育の充実

具体的施策 教員・保育士等の連携や情報交換 具体的施策 教員・保育士等の連携や情報交換

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

・保育士（保育教諭）・教員の連携・研修・情報交換 ・保育士（保育教諭）・教員の連携・研修・情報交換

保育支援課 0歳～就学前 保育支援課 0歳～就学前

評価 B

教育・保育要録の作成により情報交換が容易になっ
たため。

評価 B

保育士と教員の連携により、小学校入学時の児童の受
入が円滑に行われているため。

各保育士（保育教諭）が同じ規格で作成できるよ
う、今後研修をしていく必要がある。

各保育士（保育教諭）が同じ規格で作成できるよう、
今後研修をしていく必要がある。

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

小学校入学を控えた児童の状況などについて、小学校で円滑な受け
入れを行うために教育・保育要録の作成・送付、保育士（保育教
諭）と教員との交流により、連携を図ることができた。

令和２年度と同様に引き続
き実施予定。

小学校入学を控えた児童の状況などについて、小学校で円滑な受け
入れを行うために、保育士（保育教諭）と教員との交流により、連
携を図ることができた。

令和２年度と同様に引き続き
実施予定。

修正前 修正後
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基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実 基本目標 １ 子どもの健やかな成長・発達への支援の充実

施策の方向性 （３）健やかなからだとこころの育ちへの支援 施策の方向性 （３）健やかなからだとこころの育ちへの支援

取り組み内容 ③子育て期の親への支援 取り組み内容 ③子育て期の親への支援

具体的施策 メンタルケアの充実 具体的施策 メンタルケアの充実

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

地域子育て支援基幹センターにおける専門相談員による「こども家
庭相談」、来庁者子育て支援コーナー及び地域子育て支援拠点にお
ける子育て相談を実施。

令和2年度実績　こども家庭相談　　　　　　　 1,395件
　　　　　　　　地域子育て支援拠点10か所　　 1,818件
　　　　　　　　来庁者子育て支援コーナー　　 1,070件

令和2年度と同様に実施する
とともに、宇治子育て情報
誌等への広報媒体への掲載
やチラシの配布等により周
知啓発を実施予定。

地域子育て支援基幹センターにおける専門相談員による「こども家
庭相談」、来庁者子育て支援コーナー及び地域子育て支援拠点にお
ける子育て相談を実施。

令和2年度実績　こども家庭相談　　　　　　　 1,395件
　　　　　　　　地域子育て支援拠点10か所　　 1,818件
　　　　　　　　来庁者子育て支援コーナー　　 1,070件

令和2年度と同様に実施すると
ともに、宇治子育て情報誌等
への広報媒体への掲載やチラ
シの配布等により周知啓発を
実施予定。

・こども家庭相談
・地域子育て支援拠点の開設
・来庁者子育て支援コーナー

・こども家庭相談
・地域子育て支援拠点の開設
・来庁者子育て支援コーナー

こども福祉課 妊婦～18歳未満 こども福祉課 妊婦～18歳未満

評価 B

子育てに関する相談窓口の一つとして実施している
が、今後も周知を図る取り組みが必要となるため。

評価 B

子育てに関する相談窓口の一つとして実施している
が、今後も周知を図る取り組みが必要となるため。

市民カレンダーや宇治子育て情報誌、市政だよりの
ほか、令和元年度と同様にLINEやチラシ等で継続的
に周知を図っていく必要がある。

宇治子育て情報誌や市政だよりのほか、令和元年度と
同様にLINEやチラシ等で継続的に周知を図っていく必
要がある。

修正前 修正後

資料5-2 33ページ

－4－



基本目標 ２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援に向けた環境づくりの推進 基本目標 ２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援に向けた環境づくりの推進

施策の方向性 （１）妊娠期からの切れ目ない支援の推進 施策の方向性 （１）妊娠期からの切れ目ない支援の推進

取り組み内容 ①妊産婦等への支援 取り組み内容 ①妊産婦等への支援

具体的施策 ハイリスク妊婦等への支援の充実 具体的施策 ハイリスク妊婦等への支援の充実

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

・妊娠・産後支援事業（妊婦訪問指導） ・妊娠・産後支援事業（妊婦訪問指導）

保健推進課 妊婦、配偶者 保健推進課 妊婦、配偶者

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

評価 B

ハイリスク妊婦に対する妊娠期等への保健指導を実
施し、不安の軽減に努めることができたため。

評価 B

ハイリスク妊婦に対する妊娠期等への保健指導を実施
し、不安の軽減に努めることができたため。

効果的な保健指導の媒体等を工夫し、対象者が取り
組みやすい保健指導に努める必要がある。

効果的な保健指導の媒体等を工夫し、対象者が取り組
みやすい保健指導に努める必要がある。

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

妊婦やその夫を対象に、妊娠、出産及び育児に対する指導・助言を
実施。
○ハイリスク妊婦訪問　訪問件数：61件

令和2年度と同様に引き続き
実施予定。

妊婦やその夫を対象に、妊娠、出産及び育児に対する指導・助言を
実施。
ハイリスク妊婦数：398人
〇支援延べ件数：1,042件
　　内　訪問：61件
　　　　電話：936件
　　　　面談：45件

令和2年度と同様に引き続き実
施予定。

修正前 修正後
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基本目標 ２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援に向けた環境づくりの推進 基本目標 ２ 安心して子どもを生み育てられる切れ目のない支援に向けた環境づくりの推進

施策の方向性 （５）いつでも、どこでものびのび遊べる場づくり 施策の方向性 （５）いつでも、どこでものびのび遊べる場づくり

取り組み内容 ①公園・緑地などの環境整備 取り組み内容 ①公園・緑地などの環境整備

具体的施策 緑化啓発の推進 具体的施策 緑化啓発の推進

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

名木アドバイザーの派遣による名木保全やみどりのボランティアに
よる緑化推進活動、地域住民によるまちかどふれあい花だんの管理
などを実施。

令和２年度と同様に引き続
き実施予定。

公園の花壇整備や名木百選の保全を行うことで、子ども達の遊び場
でもある公園の環境向上を図るとともに、市内の名木・古木を保全
することで緑化意識の向上に努めた。

令和２年度と同様に引き続き
実施予定。

・名木百選保全事業
・みどりのボランティア推進事業
・まちかどふれあい花だん推進事業

・名木百選保全事業
・みどりのボランティア推進事業
・まちかどふれあい花だん推進事業

公園緑地課 妊婦～18歳未満  公園緑地課 妊婦～18歳未満  

評価 B

名木の維持管理やボランティアの活動、まちかどふ
れあい花だんの実施により、みどり豊かな環境づく
りをすることができたため。

評価 B

ボランティアや地域住民の協力により、幼児や児童生
徒の遊び場であり憩いの場でもある公園の環境整備を
図ることができたため。

名木の維持管理に関して、またボランティアの今後
の活動方針等については検討が必要である。

名木百選は一部小学校の研究課題として取り上げられ
るなどした実績はあるものの、広く周知するまでには
至っていない。

修正前 修正後
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基本目標 ３ 地域で子育て支援ができる環境づくりの推進 基本目標 ３ 地域で子育て支援ができる環境づくりの推進

施策の方向性 （４）まちじゅうが学びと遊びの機会づくり 施策の方向性 （４）まちじゅうが学びと遊びの機会づくり

取り組み内容 ②スポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動の促進 取り組み内容 ②スポーツ・レクリエーションや文化・芸術活動の促進

具体的施策 大会やイベントの開催 具体的施策 大会やイベントの開催

事業内容 事業内容

担当課 事業対象年齢 担当課 事業対象年齢

成果・実績 成果・実績

評価
理由

評価
理由

課題 課題

　　宇治市子ども・子育て支援事業計画
令和２年度 評価シートの見直しについて

　　宇治市子どもの貧困対策推進計画

・子ども手づくり文化祭 ・子ども手づくり文化祭

生涯学習課 0歳～18歳未満 生涯学習課 0歳～18歳未満

評価 A

多くの方に喜んでいただいているため。

評価 E

新型コロナウイルスの影響により中止したため。

特になし。 特になし。

令和２年度 次年度以降実施内容 令和２年度 次年度以降実施内容

子ども手づくり文化祭　新型コロナウイルスの影響により中止。
詳細な内容については毎年
度検討を加えながら、今後
も引き続き実施予定。

子ども手づくり文化祭　新型コロナウイルスの影響により中止。
詳細な内容については毎年度
検討を加えながら、今後も引
き続き実施予定。

修正前 修正後
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