
１．基本目標の内容及び重要業績評価指標の実績１．基本目標の内容及び重要業績評価指標の実績１．基本目標の内容及び重要業績評価指標の実績１．基本目標の内容及び重要業績評価指標の実績

①

単

２．基本目標の施策体系及び進捗度２．基本目標の施策体系及び進捗度２．基本目標の施策体系及び進捗度２．基本目標の施策体系及び進捗度

３．基本目標の総括（指標の達成度や進捗状況を踏まえて）３．基本目標の総括（指標の達成度や進捗状況を踏まえて）３．基本目標の総括（指標の達成度や進捗状況を踏まえて）３．基本目標の総括（指標の達成度や進捗状況を踏まえて） ４．基本目標の方向性（施策推進に係る重要事項、重点項目、想定される課題等）４．基本目標の方向性（施策推進に係る重要事項、重点項目、想定される課題等）４．基本目標の方向性（施策推進に係る重要事項、重点項目、想定される課題等）４．基本目標の方向性（施策推進に係る重要事項、重点項目、想定される課題等）

５．その他特記事項５．その他特記事項５．その他特記事項５．その他特記事項

ワーク・ライフ・バランス実現促進プロジェクト

地域で支える子育て環境創出プロジェクト

Ｄ

Ｂ

・安心して家庭を築き、子どもを産み育てられる環境づくりとして３施策６プロジェクトを実施

した。

・指標の達成状況を見ると、目標値に対して７割程度となっている。また、前年度と比較して伸

びていることから、様々な取組が一定の成果を出したものと考えられる。

・施策１「出会いと結婚の促進」については、新たに結婚相談・支援センターを開設し、支援体

制を整えたことから、今後、民間団体等との連携体制を整える必要がある。また、結婚意識の醸

成については、年代に応じたプログラムの必要性が確認され、今後の課題となった。

・施策２「安心して妊娠・出産できる環境の整備」について、妊産婦や乳幼児に対する健康管理

や医療費助成等の取組を実施しながら、子育て用品貸与事業や子育てネットの開設に取り組み、

妊娠・出産・育児期の不安軽減を図った。一方、父親の育児参加をさらに促す必要がある。

・施策３「子ども・子育て支援の充実」については、保育所等の施設サービスや児童手当等の取

組を実施しながら、新たに子育て支援パスポートや子ども・妊産婦見守り拠点開設に着手し、地

域ぐるみの子育て支援体制づくりに努めた。ワーク・ライフ・バランスの推進については、行政

からの啓発情報の発信に留まった。

進捗度 ・引き続き、３施策６プロジェクトを実施する。

・指標については、民間事業者や一般市民を巻き込んだ取組（結婚相談・支援センター、子育て

支援パスポートや子ども・妊産婦見守り拠点開設等）を広く周知し、活動に参画してもらうこと

で目標達成を目指す。

・「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育てに関するニーズ把握に努めながら、民間団

体や事業者等と連携して基本的なサービスを提供する。

・出会いと結婚の促進に向けて、結婚相談・支援センターを中心に民間団体等や他自治体との連

携を図るとともに、年代に応じて「結婚」に「仕事」「暮らし」といった要素も加えた意識啓発

の取組を実施する。

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、「くるみん」「えるぼし」等の認定制度の周知を

図りながら、民間事業者等も含めて取組について検討を進める。

＜理由＞

Ｂ

基本的な子育

てサービスは

提供できてい

るが、地域全

体で結婚や子

育ての支援体

制や環境づく

りが必要であ

る。

312 322 332Ｂ

安心して妊娠・出産できる環境の整備出会いと結婚の促進

結婚意識改革プロジェクト Ｂ

出会いと結婚まるごと応援プロジェクト Ａ 乳幼児の健やかな成長支援プロジェクト

妊娠・出産応援プロジェクト Ｂ311 321 331

施策１ 施策２ 施策３

　当市の就学前児童、就学児童を持つ保護者を対象とした子ども・子育て支援に関するニーズ調査

（平成25年11月実施）により、子どもが3人以上ほしいと思っている保護者は54.0％である一方、実

際に3人以上の子どもを予定している保護者は29.9％にとどまっていることが明らかになった。

　これは、多くの子どもを持つことを希望しながらも、現実には、さまざまな理由から希望をかなえ

られない人が数多くいる現実を物語っている。

　このことから、各般にわたる産業振興により、若い世代の安定的な雇用を確保したうえで、男女の

出会いの場を提供しながら、結婚活動に向けた意識を高めるとともに、経済的負担の軽減をはじめ、

妊娠・出産・子育てに至る切れ目ない支援やワーク・ライフ・バランスの確保に努めるなど、大船渡

で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする。

子ども・子育て支援の充実

「安心して結婚・妊娠・出

産・子育てができる環境にあ

る」と答えた市民の割合

大船渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略　基本目標検証シート（平成28年度）

基本目標名 3333 大船渡で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする大船渡で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする大船渡で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする大船渡で安心して家庭を築き、子どもを産み育てられるようにする

計　画　内　容 重要業績評価指標 単位

目標値 基準値 実績値（計画期間）

％ 40.0 25.2 29.3

達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31

73.3
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◆施策毎のプロジェクトの進捗状況等◆施策毎のプロジェクトの進捗状況等◆施策毎のプロジェクトの進捗状況等◆施策毎のプロジェクトの進捗状況等

１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）

２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて） ３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案

４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）

・出会いと結婚を促進するため、２つのプロジェクトを実施した。

・命の尊さの理解や母性・父性の育成を主眼に小学生や高校生を対象として乳幼児とのふれあいの場を設けた。今後、年代に応じて、家庭を築く意義やあり方を知る機会やプログラムの実施が必要である。

・結婚相談・支援センターを開設し、相談体制が整い、これから本格的な支援活動を展開することになる。今後、結婚意識の醸成や出会いの場の創出について、民間団体も含めた取組体制を構築する必要がある。

・２つのプロジェクトを継続して実施する。

・結婚意識の醸成については、「結婚」に「仕事」「暮らし」といったことも加えた意識醸成が必要であり、年代に応じたプログラムや知る機会のもち方を検討する。

・結婚相談・支援センターについては、中核機関として市内の各種団体との連携を図りつつ、他自治体と連携を模索しながら、事業を展開する。また、活動内容などを積極的に情報発信し、民間の協力者を募り、

連携して活動を展開する。

・婚活イベントだけでなく、カップル成立後のフォローや、カップルのグループ活動の展開など包括的な支援体制を構築する。

加

点

要

素

・赤ちゃんにふれあう機会が結婚に対する意識につながる。大人になってからより小中学生時

代に結婚に関する教育が大切だと思われる。

・結婚相談・支援センターを開設し、相談・支援体制の整備がある程度できあがり、相談数が

多く活発である。

・概ね計画した内容が実施できている。

・民間との連携協力ができている。

・カップル率が他地域と比べて高い。

評点 ＜情報発信の拡充＞

・支援事業を広く知らせる方法を工夫する。情報発信の強化。

・閲覧されるのを「待つ」のではなく、チラシの配布、ポスターの掲示などを行う。

＜企画や支援の充実＞

・ライフプランを考えさせる取り組み。

・育児体験、教育を小、中、高で一貫してプログラム化する。

・婚活イベントでカップル成立後のフォローアップ。また、カップルになった同士グループでの

イベントを企画。

・地元の会社単位で申し込めるグループお見合い企画（会社が結婚を応援）。

・出会ったカップルが結婚した場合には結婚式と新居（空きアパート等）を支援。

＜推進体制＞

・結婚支援について市・関係団体等との協定の締結による推進。

・寄付やクラウドファンディング等を用いて予算を確保する。市だけでなく、民間にも集めても

らい事業は官民協働で事業を進める。

・計画と乖離がある場合、その原因を分析し、対策（告知方法等）をたて実行する。

施策１施策１施策１施策１ 出会いと結婚の促進出会いと結婚の促進出会いと結婚の促進出会いと結婚の促進

65

計画どおり進

捗した場合を

100点として採

点したものの

平均値を表示

減

点

要

素

・成果指標について、参加者等の数値だけではいいか悪いか判断できない。

・婚活イベントを充実させるべき。

・現実に付き合うことまでいっていないため促進されているとはいえない。フォロー体制の確

立が必要である。

・意識改革プロジェクトの対象者やどういう意識改革をするか明確にすべき。

・結婚相談・支援センターを開設して終わりでなく、実施→分析→課題整理→改善→再実施の

中で分析と課題整理をより徹底的にすべき。

・中学生のふれあい体験も事業化すべき。

・小中学校時代の体験が結婚に結びつくまで、ライフステージ毎のプランニング等のフォロー

が必要。

- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -



５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等

① 単

② 単

①

②

③

① 単

② 単

③ 累

①

② ①ボランティア養成

講座受講者数

②各種相談件数

③ふれあいサロン活

動参加者数

地域づくり事業として社会福祉法人大船渡市

社会福祉協議会に事業委託。出会い支援事業

の実施。

①人

②件

③人

①133

②1,326

③4,454

9,973①相談件数 ①件 ①111

4,000

主要事務事業名 事業内容 成果指標 単位 実績値 事業費

0.010 0 0

9,973

312312312312

重要業績評価指標 単位

目標値 基準値 実績値（計画期間） 達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31

赤ちゃんふれあい体験学習

開催事業

思春期の保健体験学習として、高校生が赤

ちゃんとふれあう機会を設け、母性、父性の

育成を図る事業。乳児の抱っこ、おむつ交

換、離乳食の試食等。

①開催回数

②参加生徒数

①回

②人

事業費

65.6

「結婚したい」と答えた若年者の割合 ％ 85.0 72.9 76.6

0 361小中高生の子育て体験受講者数 人

重要業績評価指標 単位

目標値

311311311311

基準値 実績値（計画期間） 達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31

進捗度

結婚意識改革プロジェクト結婚意識改革プロジェクト結婚意識改革プロジェクト結婚意識改革プロジェクト

進　捗　状　況計　画　内　容

40.0

件 100

・乳幼児ふれあい体験については、中学生への対象拡大

・高校生や未婚者を対象とした結婚や家庭生活を考えるプログラムの検討

・小学校５、６年生を対象に気仙医師会等の協力を得

て、赤ちゃんふれあい体験学習、３ヶ月乳児見学を実施

した。

・大船渡市結婚相談・支援センターを開設し、未婚者を

中心に結婚に関する各種情報発信を行った。

・対象を絞り込んだ意識啓発活動が必要である。

　小中高校生から未婚の若

年層を対象に、結婚して家

庭を持つことの意義や楽し

さを伝え、共有化を図るプ

ログラムを提供する。

　また、ライフステージ毎

の情報を提供し、ライフプ

ランを考える機会を創出す

る。

課題（進捗状況を踏まえて）

550

90.1

主要事務事業名

1 2

Ｂ

＜理由＞

結婚や

家庭に

関する

意識醸

成を促

す対象

と取組

の拡充

が必要

であ

る。

事業内容 成果指標 単位 実績値

結婚支援事業（地方創生先

行型交付金）

結婚相談･支援センターを設置し、結婚支援

活動の企画及びコーディネート、結婚相談及

びマッチング、各種情報発信を実施。

①相談件数 ①件 ①111

111.0

結婚支援事業（地方創生先

行型交付金）

支えあいまちづくり事業

結婚相談件数

結婚相談･支援センターを設置し、結婚支援

活動の企画及びコーディネート、結婚相談及

びマッチング、各種情報発信を実施。

①　2

② 21

0

児童乳幼児ふれあい交流促

進事業

小学校５、６年生を対象に赤ちゃんふれあい

体験学習、３か月乳児見学を通じて、命の尊

さ、自他の尊重を身につけるため、気仙医師

会等の協力を得て実施。

①参加者数

②参加者の割合

①人

②％

①361

②61.7

145

婚活事業件数

婚活支援による結婚成立件数 件

0 111

出会いと結婚まるごと応援プロジェクト出会いと結婚まるごと応援プロジェクト出会いと結婚まるごと応援プロジェクト出会いと結婚まるごと応援プロジェクト

進捗度

Ａ

＜理由＞

相談・

支援体

制が整

備され

た。

課題（進捗状況を踏まえて）

進　捗　状　況計　画　内　容

・結婚相談・支援センター事業の拡充

・結婚支援に向けた関係機関等との連携体制の構築

・様々イベントを活用した若者の出会いの場の創出

・社会福祉協議会に出会いと結婚に関する取組について

事業を委託し、連携して相談やイベント等に取り組ん

だ。

・結婚相談・支援センターを新たに開設し、未婚者の登

録を促すとともに、婚活イベントを開催した。センター

は民間事業者に委託した。

・若年勤労者を対象とする勤労青少年ホームで様々なイ

ベントを開催し、講座や趣味を通じた交流の場を設け

た。

・今後、本格的な活動を展開できる体制が整った。

　結婚相談員を配置すると

ともに、関係機関や民間事

業者と連携して、市内外の

若年層を中心として未婚の

方を対象に、イベント等の

開催による出会いの機会の

創出や継続を支援する相談

体制の整備などにより、出

会いから結婚までを支援す

る。

件 5
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１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）

２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて） ３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案

４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）

施策２施策２施策２施策２ 安心して妊娠・出産できる環境の整備安心して妊娠・出産できる環境の整備安心して妊娠・出産できる環境の整備安心して妊娠・出産できる環境の整備

・妊産婦や乳児を対象に２つのプロジェクトを実施した。

・妊娠・出産期の妊産婦や乳児の健康管理を実施したほか、経済的負担の軽減に係る事業の実施、特定不妊治療に対する支援とともに、新たに子育て用品貸与事業やSNSを活用した情報発信サイトの構築を図るこ

ことで、安心して妊娠・出産できる観光づくりを行った。

・基本的な支援サービスは提供されているので、今後、妊産婦や子連れでも外出しやすいまちづくりやSNS等を活用して孤立化を防ぐ取組が必要である。

・引き続き、２つのプロジェクトを実施する。

・これまでの健康管理や経済的負担の軽減等の取組を継続するとともに、妊産婦や子連れ世帯が気軽に外出できる見守り拠点を民間事業者の協力を得て構築するとともに、子育てネット「つばきっず」の運用によ

る妊産婦や親の交流を促進する。

・父親の育児参加を促進するための取組を民間事業者等を連携して推進する体制を整える。

加

点

要

素

・就学前の医療費が無料である。

・不妊治療の支援を県に加えて市で実施している。

・パパママ教室の開催やベビーカー貸与などコストパフォーマンスのよい事業を進めている。

・子育てしやすい環境の整備を工夫している。

・出産祝金が支給されている。

・転入された方から「大船渡は子育てしやすい街ですね」とよく聞くから。

・子育て、結婚支援等、他機関との連携が多い。

評点 ＜情報発信の拡充＞

・支援事業を広く知らせる方法を工夫する。情報発信の強化。

・閲覧されるのを「待つ」のではなく、チラシの配布、ポスターの掲示などを行う。

＜企画や支援の充実＞

・父さん（パパ１年生）の子育てについて交流できるイベントの企画。

・出産祝金の増額と出産祝金を第一子に多く支給するなど配分の工夫。

・子育て・家事をサポートや手伝ってくれる人を派遣するサービスの提供。

・不妊治療支援の拡充。

・貸与事業種類拡大（ベビーバス、ベビーベッド等）。

・子育てしやすい企業を大船渡市が認定する。

＜推進体制＞

・寄付やクラウドファンディング等を用いて予算を確保する。市だけでなく、民間にも集めても

らい事業は官民協働で事業を進める。

・計画と乖離がある場合、その原因を分析し、対策（告知方法等）をたて実行する。

70

計画どおり進

捗した場合を

100点として採

点したものの

平均値を表示

減

点

要

素

・出産祝金の内容と金額が適切か不明である。

・子育て貸与品の充実が必要である。

・乳児検診等の受診率を高める必要がある。

・歯科検診等で虫歯をなくすように保護者への指導が必要である。

・パパの育児参加促進について取組を具体的にすべき。

- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -



５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等

① 単

①

②

③

主要事務事業名 事業内容 成果指標 単位 実績値

①円

②％

①44,425

②80.0

5,287妊産婦医療費助成事業 妊娠５ヶ月から出産翌月までの妊産婦の医療

費を助成する事業（妊産婦本人と保護者の所

得制限あり）。受給者が支払った医療費の自

己負担分を２ヶ月後に給付。

①一人当たり医療費

給付額

②医療費給付額／医

療費自己負担額

子ども・妊産婦見守り拠点

開設事業（地方創生先行型

交付金）

事業費

H31

妊婦健康診査の有所見率 ％ 10.0 28.5 24.4

単位

目標値 達成率

(対H27)H31

基準値

H30

①妊婦健康診査の有

所見率

①％

妊娠・出産応援プロジェクト妊娠・出産応援プロジェクト妊娠・出産応援プロジェクト妊娠・出産応援プロジェクト

進捗度

H26 H27 H28 H29

進　捗　状　況計　画　内　容

・妊産婦の転入等の情報収集の強化

・父親の育児参加に向けた関係機関の連携体制の構築

・民間事業所等への子ども・妊産婦見守り拠点の設置促進

・妊産婦を対象に母子手帳及び妊婦一般健康診査受診票

等の交付、定期的な相談対応やパパママ教室の開催等に

より妊娠・出産・育児期の不安解消につなげた。

・妊産婦の医療費助成を実施し、経済的負担と軽減し、

医療を受けやすい環境を整えた。

・父親の育児参加を促すため、パパママ教室の周知や男

女共同参画情報の発信を行った。

・特定不妊治療を受けている夫婦に対して支援をした。

・妊産婦に対する支援は充実してきたが、父親の育児参

加を促進する必要がある。

　妊娠・出産に対する不安軽

減のための相談体制の整備や

妊婦健康診査、マタニティ教

室の開催とともに、妊産婦医

療費助成制度等により経済的

負担の軽減を図る。

　また、市内各所に子ども・

妊婦見守り拠点を設け、妊婦

がいつでも休憩できる場を確

保し、安心して街なかを移動

できる環境を整えるととも

に、父親の育児参加を官民連

携して促進する。

妊婦健康管理事業 妊娠に母子健康手帳、妊婦一般健康診査受診

票及び子宮頸がん検診受診票を交付。妊娠・

出産・育児に関して正しい知識を普及するた

め、年7回パパママ教室を開催。

321321321321

重要業績評価指標

実績値（計画期間）

①　1 17子育てを社会全体で応援するため、公共施設

等への休憩・授乳スペース、キッズコーナー

等を設置し、妊婦や子育て世帯が安心して出

かけられるまちづくりを推進。

①見守り拠点施設の

設置箇所数

①件

転入等

の妊婦

の把握

に努め

るとと

もに、

父親の

育児参

加に向

けた体

制づく

りが必

要であ

る。

課題（進捗状況を踏まえて）

25,582①24.4

Ｂ

＜理由＞
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① 単

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

子育て用品貸与事業（地方

創生先行型交付金）

ベビーカー等乳幼児期に必要な用具を貸与

し、経済的な負担を軽減することで、子育て

しやすい環境を整備。27年度はベビーカーを

整備。

①貸与件数 ①件 ①　4 1,982

子育てネット活用事業（地

方創生先行型交付金）

SNSを活用した子育て支援情報等を提供する

など子育ての悩みを一人で抱えないよう、保

健師などの専門職員による定期的なフォロー

を実施。27年度は、支援サイトの構築業務を

委託し、サイトを開設。

①メール配信登録件

数

①件 ① 22 1,253

出産、子育てに係る経済的な負担軽減を図る

ため、当市に在住し出産した方に対して「地

域振興券」を支給。１人目に１万円、２人目

に２万円、３人目以降に３万円分。

①支給額 ①千円 ①4,340 4,340

子ども・妊産婦見守り拠点

開設事業（地方創生先行型

交付金）

子育てを社会全体で応援するため、公共施設

等への休憩・授乳スペース、キッズコーナー

等を設置し、妊婦や子育て世帯が安心して出

かけられるまちづくりを推進。

①見守り拠点施設の

設置箇所数

①件 ①　1 17

ひとり親家庭医療費助成事

業

ひとり親家庭の父母と子、および父母の無い

子の医療費について助成を行う事業（所得制

限あり）。受給者が医療機関等に支払った医

療費を給付。

①一人当たり医療費

給付額

②医療費給付額／医

療費自己負担額

①円

②％

①15,351

②100.0

15,904

出産祝金支給事業

主要事務事業名 事業内容 成果指標 単位 実績値 事業費

重要業績評価指標 単位

目標値 基準値 実績値（計画期間） 達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31

322322322322

課題（進捗状況を踏まえて）

進　捗　状　況計　画　内　容

・子どものむし歯予防に向けた取組の強化

・民間事業所等への子ども見守り拠点の設置促進

・乳幼児健診・歯科健診等の実施や早期の相談体制を整

え、育児等の不安解消を図るとともに、乳幼児学級や家

庭教育学級の開催により子育てや家庭教育に関する啓発

を行った。

・乳幼児の医療費助成や出産祝金の交付、ベビーカー貸

与により出産・育児等の経済的負担の軽減を図った。

・子育てに関する情報提供や情報交換のための支援サイ

トを構築するとともに、市役所に子ども見守り拠点とし

てキッズコーナーを設置した。

・乳幼児に対する支援は整っており、今後、地域全体で

子育てを応援する体制を整える必要がある。

　乳幼児健康診査や健康相

談を実施するとともに、子

育てに関する相談体制や小

児救急医療の充実、乳幼児

医療費助成制度等により経

済的負担の軽減を図る。

　また、インターネット等

を活用して、子育てに関す

る情報提供や登録者間での

情報交換の場を設ける。

乳幼児の健やかな成長支援プロジェクト乳幼児の健やかな成長支援プロジェクト乳幼児の健やかな成長支援プロジェクト乳幼児の健やかな成長支援プロジェクト

95.1

＜理由＞

受診率

向上に

努める

ととも

に、子

連れで

も外出

しやす

い環境

の整備

が必要

であ

る。

進捗度

Ｂ

乳幼児健診等受診率 ％ 100.0

①％

②％

③％

④本

⑤本

①3.6

②20.0

③35.1

④0.09

⑤1.4

乳幼児医療費助成事業 小学校就学前の乳幼児及び小学校卒業までの

児童の医療費を助成する事業（所得制限あ

り）。受給者の保護者が支払った医療費を

２ヶ月後に全額給付。３歳から就学前までの

乳幼児や児童の自己負担分も独自に助成し、

医療費が無料（所得制限あり）。

①一人当たり医療費

給付額

②医療費給付額／医

療費自己負担額

③市単独助成額／医

療費給付額

①円

②％

③％

①24,645

②100.0

③30.0

94.4 95.1

55,967

5,403

乳幼児歯科保健事業 乳幼児の保育者に歯科保健の重要性を啓蒙

し、日常生活の中で口腔衛生を保つために必

要な知識の習得を目的に実施。

１歳６か月児・３歳児健康診査と、市内医療

機関へ委託し２歳６か月児歯科健康診査を実

施。７か月児歯科保健指導での歯科衛生士に

よる個別指導や、満５歳になる幼児を対象に

「こんにちは６歳臼歯」を配布。

むし歯有病者率

①1.6歳児

②2.6歳児

③3歳児

一人当たりむし歯本

数

④1.6歳児

⑤3歳児

1,265

乳幼児健康診査事業 乳児期の健診は、出生届の際に１人の乳児に

対し３枚の受診票を交付し、委託医療機関で

の個別健康診査（１か月児・４か月児・10か

月児健康診査）を無料で実施。

健診受診率

①1ヶ月児

②4ヶ月児

③10ヶ月児

④1歳6ヶ月児

⑤3歳児

①％

②％

③％

④％

⑤％

①91.4

②97.0

③94.0

④95.7

⑤96.0
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１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）１．施策の総括（プロジェクトの進捗状況等を踏まえて）

２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて）２．外部機関による効果検証（プロジェクトや事務事業の取組状況を踏まえて） ３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案３．外部機関による改善提案

４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）４．施策の方向性（外部機関による効果検証を踏まえて）

子ども・子育て支援の充実子ども・子育て支援の充実子ども・子育て支援の充実子ども・子育て支援の充実

・市民全員が「子育て応援団」を目指して、子育てしやすい環境づくりのため、２つのプロジェクトを実施した。

・保育所等の施設でのサービスのほか、地域子育て支援センター等による相談やイベントの開催、児童手当等の子育て支援に加え、子育て支援パスポートの発行や子ども見守り拠点の開設等に着手し、地域ぐるみ

の子育て支援の体制を整えた。

・男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの推進については、行政からの啓発情報の発信に留まり、今後、民間事業者も含めた取組を検討する必要がある。

・引き続き、２つのプロジェクトを実施する。

・子育て支援については、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき着実に実施する。

・民間事業者の協力を得ながら子育て支援パスポートの普及・活用に取り組むとともに、子連れ世帯の外出をサポートする見守り拠点の構築を進める。

・ワーク・ライフ・バランスの推進については、「くるみん」「えるぼし」等の認定制度の周知を図りながら、民間事業者等も含めて取組について検討する。

加

点

要

素

・子ども・子育て支援の施策をたくさん実施し、改善しようとしている。

・事業（一時預かり、延長保育）が増え、子育てに対する支援体制が確立しつつある。

・放課後児童クラブが増設されている。

・ファミリーサポートセンターが設立されている。

・地域子育て支援センターが開設されている。

・保育料の支援、負担軽減が図られている。

減

点

要

素

評点 ＜情報発信の拡充＞

・支援事業を広く知らせる方法を工夫する。情報発信の強化。

・閲覧されるのを「待つ」のではなく、チラシの配布、ポスターの掲示などを行う。

＜支援の充実＞

・隠れ待機児童を減らすため保育所を増やす。また、保育所への交通手段を無料又は定額で確

保。

・「くるみん」「えるぼし」などの子育てにやさしい企業の認定制度の周知。

・子ども見守り拠点について、企業側のメリットを説明し理解してもらい拡充する。

・子どもの能力を伸ばすような施設（児童館など）の拡充する。

＜推進体制＞

・課題を市役所内で抱えるのではなく、市民や大船渡に関心のある人たち（都内在住の大船渡出

身者やボランティアで大船渡支援に来た人たちなど）にホームページなどで公表・見える化し、

共有しながら一緒に解決策をつくる。

・寄付やクラウドファンディング等を用いて予算を確保する。市だけでなく、民間にも集めても

らい事業は官民協働で事業を進める。

・計画と乖離がある場合、その原因を分析し、対策（告知方法等）をたて実行する。

70

計画どおり進

捗した場合を

100点として採

点したものの

平均値を表示

・広く取り組むことも必要だが、何か１つの集中して取り組んでもよいのではないか。

・課題が市役所内で埋没してしまうことのないように見える化が必要である。

・子どもの教育環境や才能を育てる施策を充実させることが必要である。

・経済的負担によって子どもを生めないことがあるので、市として子育てに対する支援が必

要。

・各支援事業について、利用のしやすさ等を周知すべき。

・パスポート協力店や子ども見守り拠点の数が少ない。また、市役所にキッズスペースがある

ことが認知されていない。

・共働き世帯に限定しない児童館等があってもよい。

・市としてのワーク・ライフ・バランスの取組が必要である。

施策３施策３施策３施策３
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５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等５．プロジェクト毎の進捗状況等

① 単

② 単

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

子育て支援パスポート発行

事業（地方創生先行型交付

金）

子育てを社会全体で応援する気運を醸成する

ため子育て世帯に交付したパスポートを提示

された協賛店が独自の子育て支援サービスを

提供する仕組みを展開。

①子育て応援サービ

ス事業所数

①事業所 ①　0 386

子ども・妊産婦見守り拠点

開設事業（地方創生先行型

交付金）

子育てを社会全体で応援するため、公共施設

等への休憩・授乳スペース、キッズコーナー

等を設置し、妊婦や子育て世帯が安心して出

かけられるまちづくりを推進。

①見守り拠点施設の

設置箇所数

①件 ①　1 17

つどいの広場事業 子育て家庭の親とその子どもの交流等を促進

する子育て支援拠点としてつどいの広場を設

置。子育ての不安感等の緩和を図る。社会福

祉協議会に運営を委託。

①利用延人数 ①人 ①10,870 4,800

ファミリー・サポート・セ

ンター事業

子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助

を受けたい者からなる組織であるファミ

リー・サポート・センターを設立、相互援助

活動等を実施。会員の募集、会員研修等を経

て会員相互の援助調整を実施。

①援助の件数 ①件 ①88 2,000

延長保育推進事業 保護者の就労形態、就労時間の多様化、長時

間化に対応し、通常の保育時間を延長して保

育を実施した民間保育所に対し、事業費の一

部を補助。

①延べ利用児童数 ①人 ①2,808 7,931

一時預かり事業 家庭で保育をしている保護者の育児疲れの解

消、勤務形態の多様化や疾病等に伴う一時的

な保育要請に対応する民間保育所に対し、事

業費の一部を助成。

①延べ利用児童数 ①人 ①512 13,257

事業費主要事務事業名 事業内容 成果指標 単位 実績値

124.5

「保育サービスが充実している」と

答えた市民の割合

％ 70.0 42.6 44.1 63.0

達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29

331331331331

重要業績評価指標

H30 H31

進捗度 単位

目標値 基準値 実績値（計画期間）

地域で支える子育て環境創出プロジェクト地域で支える子育て環境創出プロジェクト地域で支える子育て環境創出プロジェクト地域で支える子育て環境創出プロジェクト

計　画　内　容

地域子育て支援センター事

業

地域子育て支援センターを開設し、妊婦から

未就学児とそのご家族を対象に育児相談、各

種催し物などを実施。・委託先は、猪川保育

園、大船渡保育園、NPO法人こそだてシップ

の3箇所。

①地域子育て支援セ

ンター利用延人数

①人 ①9,599 14,800

地域子育て支援センター事業参加者数 人 11,175 8,342 13,918

Ｂ

＜理由＞

子連れ

でも外

出しや

すい環

境の整

備が必

要であ

る。

課題（進捗状況を踏まえて）

進　捗　状　況

・保育ニーズ等の把握に努め、適切なサービス提供の実施

・子連れでも安心して外出できる環境整備に向けた官民連携体制の構築

・児童手当等により経済的負担の軽減を図った。

・保育園・幼稚園・こども園の運営及び運営委託によっ

て保育等の実施を行うとともに、保育ニーズに対応した

サービスを提供し、保育を確保している。

・子育て世帯を対象につどいの広場等を開設し、相談や

イベント等による子育て支援を行った。新たにショッピ

ングセンター内に地域子育て支援センターを開設した。

・児童クラブの運営を支援し、放課後の保護者のいない

児童に適切な遊びと生活の場を提供した。

・子育て世帯応援のため、市役所へのキッズコーナー設

置や子育て支援パスポートの仕組みづくりを行った。

・総じて、子育て支援環境は整っており、今後、地域ぐ

るみの子育て応援体制の強化を図る必要がある。

　保育に係る施設やサービ

スの充実を図るとともに、

子育てに必要な経済的負担

の軽減を図る。

　また、子ども・妊婦見守

り拠点の開設や子育てパス

ポート事業等により、地域

ぐるみで子育て支援する体

制を整える。
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① 単

①

②

①各種講座の延参加

者数

②出前講座の開催回

数

③講座を理解できた

と答えた受講者の割

合

①人

②回

③％

①268

②　0

③未把握

34

　市内事業所に対し、育児休

業の実施をはじめ、男女共同

参画への積極的な取組を促進

するとともに、テレワーク等

の新しい働き方の普及啓発を

図り、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現に努める。

54.025.0

主要事務事業名 事業内容 成果指標 単位 実績値 事業費

「仕事と子育ての両立ができる環境

にある」と答えた市民の割合

％ 50.0

重要業績評価指標 単位

目標値 基準値 実績値（計画期間） 達成率

(対H27)H31 H26 H27 H28 H29 H30 H31

Ｄ

＜理由＞

国の働き

方改革の

動きを見

ながら着

手する必

要があ

る。

課題（進捗状況を踏まえて）

進　捗　状　況

・国・県の動向を見ながら、推進に向けた体制の構築

・男女共同参画に係る情報提供や推進サポーターの

育成を行った。

・女性等就労相談員を設置し、ジョブカフェ気仙と

連携して若者や女性等の就労相談に応じた。

・県では、ワーク・ライフ・バランスや多様な働き

方、地域における女性の活躍などの推進について、

「いわてで働こう推進協議会」を関係団体等と設置

し、働き方改革の推進体制を整えた。

・今後、県の協議会の動向を注視しながら、当市に

おける事業展開を検討する必要がある。

332332332332

計　画　内　容

ワーク・ライフ・バランス実現促進プロジェクトワーク・ライフ・バランス実現促進プロジェクトワーク・ライフ・バランス実現促進プロジェクトワーク・ライフ・バランス実現促進プロジェクト

進捗度

男女共同参画市民意識啓発

事業

男女共同参画週間（6/23～29）に関連図書等

の図書館内での展示。市広報への関連記事の

掲載。市外開催の男女共同参画関連イベント

への参加、男女共同参画室ホームページの更

新（随時）。

男女共同参画推進サポー

ター育成事業

県の男女共同参画センター主催の「男女共同

参画サポーター養成講座」の受講者を募集

し、受講者に対して旅費を支援。

27.0

①市の男女共同参画

事業に関わった研修

参加者数

①人 ① 15 55
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