
第 2 期石巻市子ども未来プラン点検・評価（令和 2 年度実績）について 
 
【PDCA サイクルによる評価と進行管理について】 

第 2 期石巻市子ども未来プラン点検・評価は、計画の取組状況及び成果の達成状況を「石巻
市子ども・子育て会議」にて定期的に点検・評価、審議し、PDCA（計画−実施−評価−改善・
検討）による施策・事業の推進を図ることとなっております。 
 なお、進捗状況の点検・評価の結果については、市ホームページ等を通じて公表します。 
 
令和 2 年度実績 

今回の進行管理状況は令和２年３月に策定され、始めての点検・評価となります。 
本計画は、施策展開を５つの基本施策に分類し、２０の主要施策、１８６の事業で構築され

ており、令和 2 年度の点検・評価に当たっては、関係部署等から１８１事業に関して評価を実
施（※5 事業は、令和 3 年度から開始等の事業）し、これらに関する主要施策２０項目につい
て、子ども・子育て会議委員１５名に評価を実施していただきました。 

主要施策における２０項目の中で最も高い評価は、「1-5 心と体の健康づくりの推進」、「2-4
安全対策の充実」であり、逆に最も低い評価は、「5-3 保護者への就労支援の充実」という結果
になりました。 

詳細な結果について、次のとおりです。 
 
【基本施策全体】 主要施策２０項目 
１ 目標以上に進捗しており、継続して事業を推進する（評価 A）       ０項目 
２ ほぼ目標どおりに進捗しており、継続して事業を推進する（評価 B）   １２項目 
３ 目標をやや下回っており、要因の分析を要する（評価 C）         ８項目 
４ 目標を大きく下回っており、大きな改善策を要する（評価 D）       ０項目 
※委員全体の評価から平均した評価を評点としております。 
                                （各委員の評価人数） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要施策  平均評価

1-1　家庭における子育てする力の向上 C
1-2　地域における子育て支援の充実 C
1-3　幼児教育・保育の充実　　 C
1-4　発達支援・療育体制の充実 B
1-5　心と体の健康づくりの推進　　　　 B
1-6　居場所づくりの推進【重点施策】 C
2-1　子どもの権利の推進　　　　　 C
2-2　児童虐待防止対策の強化【重点施策】 B
2-3　心のケアの充実　　 B
2-4　安全対策の充実 B
3-1　親と子どもの健康の確保及び増進 B
3-2　切れ目のない相談・支援体制の充実【重点施策】 B
3-3　経済的支援の充実　　　　 B
3-4　ひとり親家庭支援の充実 C
4-1　多様な保育サービスの充実 B
4-2　子育てしやすい就労環境の整備 C
5-1　教育・学習支援の充実 B
5-2　困難を抱える子育て家庭への生活支援の充実 B
5-3　保護者への就労支援の充実 C
5-4　相談支援及び地域連携体制の強化【重点施策】 B

基本施策

１．子どもの健やかな成長を支
える（乳幼児期から青少年期ま
での成長を支える）

２．子どもの人権の尊重と安
全・安心を守る

３．安心して子どもを産み育て
られる環境をつくる（妊娠・出
産期からの切れ目のない支援）

４．仕事と生活の調和の実現を
促す

５．子どもの貧困対策をすすめ
る

Ａ B C Ｄ 不※

0 5 7 2 1

0 7 8 0 0

0 6 8 1 0

0 12 3 0 0

5 9 1 0 0

0 5 10 0 0

0 4 9 1 1

1 10 2 1 1

1 13 1 0 0

6 7 2 0 0

1 10 4 0 0

5 7 2 0 1

0 13 1 0 1

0 6 8 0 1

0 8 6 0 1

0 3 11 0 1

0 13 1 0 1

0 10 4 0 1

0 2 10 2 1

1 10 3 0 1

19 150 98 7 8

※は、評価することが不可能であると委員から申し出があった件数 



【委員からの総合評価意見】 
 

新型コロナ感染拡大に伴う事業の縮小や中止もあるが、全体的に努力の跡がうかがえる。目標
が具体的でない事業や数値化が、困難な事業については、分析評価等でしっかり検証していく
ことが必要である。 

コロナ禍で影響の大きいものもあるがやるべき事はしっかり努力してやっていると思う。 

昔と違って現在子育て支援はだいぶ充実していると思います。ただ、それに対して保護者があ
まりにも他人まかせのようにも感じます。自助共助で進むことができたら良い。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、様々な事業の見直しが行われ、
各担当の皆様も大変だったと思います。今後を見通せない状況が、しばらく続くことになるか
もしれませんが、方向性にぶれがないことを確認し合いながら、保護者や現場のニーズに対
し、臨機応変な対応をお願いしたい。 

各項目、事業がいっぱいあるので総合評価は難しいです。全体的にコロナ中とはいえ頑張って
いる様子が伺える。 

コロナ禍で大変な状況の中、各担当課の努力が見られる。今後も本当に困っている子ども・保
護者に情報が届いて支援の手を差し延べて欲しい。そして、相談者の情報は課の垣根を取り除
き共有し今まで以上に取り組んで頂きたい。乳児家庭訪問については、家庭状況を知る大切な
機会だと考えるので重点をおいて欲しい。 

様々な課題に対応した支援制度や事業をきめ細やかに対応することは、難しい現状だと思う。
支援制度を知らない方も多いと思うので、SNS などの活用やハンドブックを作製するなど、
幅広く周知する方法を検討してほしい。 

新型コロナウイルスにより、令和 2 年度はすっかり様変わりした年であった。事業計画を立
てながらも中止、縮小せざるを得なかった。そういう中でも感染防止対策を取りながら実施で
きるものは実施し、成果も上げていた事業もあった。新規の取り組みもあったことは高く評価
したい。 

目標の設定をしっかりしてもらうと評価しやすくなると思う。全体として、コロナ禍の影響は
大きく、子ども子育ての日常に大きな影響を与えたことを感じた。また、そのような中で事業
実施された皆さんに感謝する。 

評価をしている中で、コロナ禍においてこれだけの事業をされている行政職員の皆さんには
頭が下がる。色々とコメントしたが、官民一体で今後の政策についても議論させていただきた
い。 

コロナ問題において、各項目が縮小となっているが、行っている事や質の部分では大変良い取
り組みを行っている。重点施策は、もちろんの事、石巻市の未来を担う子供たちの為、家庭の
為に何が出来るか人口増加と子育て支援の充実から発信できる内容であると感じた。 

 



基本施策１ 子どもの健やかな成長を支える 

（乳幼児期から青少年期までの成長を支える） 

１ 家庭における子育てする力の向上［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

2 地域における子育て支援の充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

１．子どもの健やかな成⾧を
支える（乳幼児期から青少年

期までの成⾧を支える）

主要施策
1-1 家庭における子育てする力の
向上

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

生涯学習課

子育て支援課

家庭教育学級について、参加者の声はおおむね好評であるが、目標と

して定めている幼稚園・保育所（園）における開設率は、目標を大幅

に下回っていることから、評価ｄとなっているため、ご理解願いた

い。家庭教育支援事業については、参加者の悩みや要望に耳を傾け今

後も事業の内容充実を図っていきたい。

子育てサークルについては、子育て支援センター等において自主的に

活動を開始しているグループもあるため、引き続き支援を行っていき

たい。

子育て支援課

祖父母手帳については、現在、希望する方への配布に加え、祖父母等

を対象とした子育て講座の開催時の配布を行っている。

子育ての方法も時代とともに変化していることから、祖父母が子育て

に積極的に参加できるよう、より効果的に配布について検討していき

たい。

子育て支援課

子育て関連施設のイベント情報については、市のホームページ、子育

て応援アプリ「ＩＳＨＩＭＯ」等を通じて、逐次情報提供を行ってい

ることから、今後も子育て情報を発信していきたい。

教育総務課

令和2年度は、職員が常駐しないパネル展の形式で実施したため、正確

な人数を把握することが困難でありました。令和3年度についても、ス

テージイベントは実施せず、昨年と同様のパネル展での実施を予定し

ていますが、参加者数については、何らかの方法で把握することが出

来るように努めてまいります。

目標の参加人数については、これまでの実績を基に設定しておりま

す。こども展の事業内容については、コロナ禍の現状やアフターコロ

ナを見据え、年度内に改めて検討していきたいと考えており、市民が

参加したくなる企画や的確な周知方法等になるよう進めてまいりま

す。

子育て支援課

コロナ禍にあって個々の事業が縮小しても、相談については、各子育

て関連施設で継続して実施している。また、市のまるごと相談や各子

育て世代包括支援センター（いっしょissyo）において相談を受け付け

ている。

10の祖父母手帳が作成された事は大変な成果だと思いますが、その活用方法には疑

問があります。母子手帳配布の時に祖父母が子育てに影響を及ぼす母親に配布する

方が良いと思います。

コロナ禍で外出が難しい状況の中で、感染対策を行っている施策事業は、安心して

参加できるので広く周知を行ったほうが良いと思う。

事業番号４ 目標が参加人数で設定されているため、実績で人数把握できないとい

う報告では評価ができない為検討が必要かと思います

・縮小に伴って、子育てに関する相談場所が減っているのではないか。

・代替案があるのであれば期待したい。

家庭教育支援事業について昨今親が子どもの言いなり成⾧と共にわがままを指導で

きない事例がたたあります。親育ち、親の教育力向上が急務であり、合わせて地域

子育て支援拠点事業、子育てサークル支援事業の活発化を図ってほしい。

１．子どもの健やかな成⾧を支

える（乳幼児期から青少年期ま

での成⾧を支える）

主要施策
1-2 地域における子育て支援

の充実
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

教育総務課

学校教育課

子ども保育課

教育総務課：本事業については、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影

響が大きく、実施日数が大きく落ち込みましたが、令和元年度は、8割以

上の施設が事業に取組み、両事業合わせて延べ221日の実施日数となって

いました。

各施設は、本事業の重要性を認識しており、コロナ禍にありながらも実施

可能な事業に取り組んでいただきました。教育委員会としましては、各施

設とともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止に全力で取り組んでおり

ますので、まずは、この部分に注力するとともに、実施可能な事業につい

ては、しっかりとサポートしてまいります。

学校教育課：コミュニティ・スクールの運用については、令和２年度の２

校からスタートし、令和３年度は１０校、令和４年度１８校と段階的に導

入校を増やしていき、令和６年度には市内すべての小・中学校、市立高等

学校がコミュニティ・スクールとなる予定です。地域と共にある学校づく

りを目指し、今後も推進を図っていきます。

次に、ふるさと大好き中学生事業につきましては、市内すべての中学校１

年生が、住んでいる地域での体験活動、ボランティア等を通して、ふるさ

とを愛し、その発展に寄与する心情と態度を育てるという趣旨の事業で

す。各地域の実情に応じた特色ある取組がなされておりますので、今後も

本事業の趣旨を踏まえた各校の実践を支援していきます。

子ども保育課：教育委員会と協議を行い、活発化の方策について検討して

参りますのでご理解願います。

地域協働課

令和2年度から「こどもの学習活動等を通じた青少年の健全な育成事業」

などの対象事業を拡充し、より多くの団体が申請できるように制度の見直

しを行っているが、目標の申請件数に届いていないことから、更なる周

知・広報活動を強化したい。

子育て支援課

目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検

討します。

周知については、市報のほか市ホームページ及び子育て応援アプリ「ＩＳ

ＨＩＭＯ」などを活用している。

地域づくり基金助成事業は恒常化している現状から、周知方法や内容見直しが必

要と思われる。

・継続して実施ではなく、きちんとした成果目標やアウトカムを求めるべきでは

ないか。

・実施数や参加者数ではなく、実施した結果、どんな変化が受益者や地域に起き

たのかを指標に置くべきではないか。

・実施施策はどれも重要な施策だと思っている。ただ、どのように地域住民や関

係機関に周知されているかが気になる。

地域交流活動異年齢異世代交流推進事業・幼稚園子ども園保育所と小学校中学校

との異校種交流、共にコロナに関係なく難しい事業なので手法を検討して実施し

てほしい。小中連携や園と小中との連携も各学校の年間計画に位置づけされ実施

されているとあるが、年に１回程度でそのねらいが達成されるのか疑問である。

学校任せにせず活発化の方策を検討すべきである。



3 幼児教育・保育の充実［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

4 発達支援・療育体制の充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

 

 

１．子どもの健やかな成⾧を
支える（乳幼児期から青少年
期までの成⾧を支える）

主要施策
1-3 幼児教育・保育の充
実

担当課
改善に向けての取り組み

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子ども保育課

質の確保については、認可外保育施設の保育士の質の向上のため、研修

費等の一部として、助成を行っているところでありますが、それをもっ

て質の確保の評価とすることは認可外の施設ということもあり、実情の

把握が難しいところであります。今後、助成の実績報告等で質の確保を

評価できないか、手法等も含め検討して参ります。

子ども保育課
保育士の配置については、保育士不足の現状を考え、国の基準を基に適

正な配置となるよう検討して参ります。

教育総務課

子ども保育課

子育て支援課

教育総務課：目標の「職員参加率７０％」はこれまでの実参加率を基に

設定しております。講師の選定や期日等の設定により、多くの職員が参

加したい・参加しやすい研修会となるように企画・運営に努め、参加率

の向上を図ってまいります。

 「参加率１００％」は現実的に難しい数値であると思われますが、ま

ずは現目標値の「７０％」達成を目指して取り組んでまいります。

 令和3年度についても、合同研修会は中止とする決定をしたところで

すが、感染対策を徹底しながら実施可能な研修会の在り方について、検

討してまいります。

子ども保育課：講師を招いた講演会を実施しており、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止の観点から事業が中止となる可能性もありますが、

対象職員100％の目標も含め実施に向け検討して参ります。

子育て支援課：幼保連携推進事業は、幼稚園教諭と保育士とが一堂に会

して研修等を行うことにより、相互連携が図れるようにするためのもの

です。日程等の関係から１００％とすることには、現状では、困難であ

るが、より多くの参加が得られるよう取り組んでいきたい。

子ども保育課
保育所再編計画につきましては、関係機関や地元住民と協議・説明を

行っているところでございます。

幼保連携推進事業の職員参加率が70％は妥当かは、わからないが、対象職

員は100％の目標であるべきではないかと思う。どのような研修内容かは

わからないが、感染対策を徹底して今後実施したほうがよいと思う。

新型コロナウイルス対策のため、縮小、中止はやむを得ないことと思われ

る。26は十分な話し合いが必要と思う。

「認可外保育施設等の質の確保」の目標値40人に対して実績が48人と評価

はaとなっているがいいか、「質の確保」をどのように評価していくこと

が、課題である。

施設増設の時は、保育士数等について十分にご検討下さい。

１．子どもの健やかな成⾧を支

える（乳幼児期から青少年期ま

での成⾧を支える）

主要施策
1-4 発達支援・療育体制の

充実
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

健康推進課
発達相談事業の重要性を感じております。さらに拡充できるよう努めてまい

ります。

健康推進課

発達に不安を感じている保護者に対しては、子どもの特性を理解し関われる

ような具体的なアドバイスをするよう努めております。保護者に寄り添った

対応を今後も行ってまいります。

健康推進課

経験の豊富な専門相談員の確保が課題となっており、相談を希望する保護者

に対しタイムリーな対応が難しい状況となっています。今後も専門的人材の

確保に努めてまいります。

子ども保育課

私立認可保育施設の障害児の受入れについては、給付費の中の加算で対応す

るとともに、対象要件を満たす場合は、保育士１人分の人件費を補助金で対

応し、経営負担とならないよう対応しております。

№34健康推進課

№41学校教育課

№３４ アンケートはとっておりませんが、その後も保健師が継続支援して

おりますので保護者の満足度は把握しております。

№４１ 配置に当たっては、調査を実施、個別支援が必要な児童生徒が在籍

する学校を選択、支援員配置の必要度を判定し、決定しております。（令和

２年度は、小・中学校４３校に８８名配置）今後も適正に支援員を配置継続

していく計画で進めてまいります。

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検討

してまいります。

発達相談事業では、a評価となっているが、スムーズに相談を受けられないこ

とが多いと感じる。保護者が安心して子育てができる環境をもう少し整えて

いただければと思う。

新型コロナウイルス対策のため、縮小、中止はやむを得ないことと思われ

る。相談回数など縮小しながらも必要な人には対応していたと思われる。40

保育士確保が課題と思う。私立認可保育施設の経営負担にならないよう助成

拡充を望みたい。

事業番号３４ 「保護者が安心して子育てができた」とありますがアンケー

トなどを収集していらっしゃるのかお伺いできたらと思いました。

事業番号４１ 配置を増やし、保護者とともに子どもの成⾧発達への関わり

の推進を期待します。

・実施数や参加者数ではなく、実施した結果、どんな変化が受益者や地域に

起きたのかを指標におくべきではないか。

・定量的な指標も継続するのであれば、対象者数を母数にした利用率を指標

にしたらいいのではないか。

各項目共成果に結びつきある。特に「発達相談事業」は、今後益々重要にな

ると思われるのでさらに努力してほしい。

発達に不安を感じている保護者の相談員の思いやりのある声掛けをお願いし

ます。保護者に寄り添った対応をお願いします。



5 心と体の健康づくりの推進 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

6 居場所づくりの推進【重点施策】 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．子どもの健やかな成⾧を支

える（乳幼児期から青少年期ま

での成⾧を支える）

主要施策
1-5 心と体の健康づくりの

推進
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

地域協働課

令和３年度は、全１８校中１３校で実施予定となっている。これまでは、助産師会

による講義、父親・母親の疑似体験と、市内ＮＰＯの協力を得て、乳幼児とのふれ

あい体験を行ってきたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、乳幼児と

のふれあい体験は中止とした。

学校教育課
保護者（大人）への情報モラルの学習については、各家庭にリーフレットを配布し

てＩＣＴ機器利用の注意点として周知しております。

学校教育課

性教育については、保健体育の保健分野、学級活動で扱う他、中学校社会科の公民

分野における男女共同参画社会について扱ったり、家族について家庭科で扱ったり

しています。これまでに、医師・助産師等を講師に招いての講演会を実施している

学校もありますが、現在、医師の講話は、コロナ禍により難しい状況です。児童生

徒個々の性に関わる悩みについては、養護教諭が子供たちの悩みや相談事に対応で

きる体制づくりをするよう指導しております。学校には、養護教諭だけでなく、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどもおりますので、児童生徒

とコミュニケーションを図り、さらに相談できる関係性を構築するよう各学校に指

導してまいります。

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検討してま

いります。

・実施数や参加者数ではなく、実施した結果、どんな変化が受益者や地域に

起きたのかを指標におくべきではないか。

・達成されているのであれば、次なる目標を期待したい。

実績がなかった事業については、具体的対応策を早急に検討してもらいた

い。

ＩＣＴ機器の普及により、情報モラルについては，喫緊の課題である。保護

者（大人）こそ情報モラルをしっかりと学習してほしいと常日頃考える。

性教育の推進：前小中学校の保育体育に位置づけているからだけでは知識の

注入である。性のモラルや真の大人になること、社会の一員として、家族と

は等の幅広い性の教養を身につけてほしいと考える。保健体育だけでなく医

師の講和などもとりいれてはと思う。

１．子どもの健やかな成⾧を

支える（乳幼児期から青少年

期までの成⾧を支える）

主要施策
1-6 居場所づくりの推進
【重点施策】

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

№49子ども保育課

№50生涯学習課

No.50 各教室の実施形態や内容が異なるため、一様に評価することは難しい

ところではあるが、今後他地区での実施を考えた際に、一定の目安が必要と

思われるので今後検討していきたい。

子育て支援課
石巻圏域こども食堂連絡会議に加入している団体に対しての広報、市報及び

ホームページによる広報を引き続き実施してまいります。

子育て支援課

子ども未来プランは、主な施策を掲載していることとから、対象の偏りや地

域格差が生じていると思われる。

中高生や旧市街の子どもたちにとっても、安心安全に過ごせる放課後の居場

所確保のため、現資源の活用を含め市全体で引き続き検討する必要がある。

指標の見直し等については、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業等

に事業精査を含め、次期プラン作成の際に見直すこととしたい。

51の地域子ども食堂支援事業の支援について、市からの補助がある事の広

報が不足しているように感じます。子どもの貧困は切実な問題です。

・居場所事業の対象に偏りがあるように思われる。施策によっては中高生もカバーし

ているように書かれているが、全体の実態としては未就学、小学生が中心で中高生の

参加は少ないのではないか。

・また、地域格差も気になる問題。いずれの施策も駅前等が中心になっているため、

旧市外の子どもには権利としての居場所が不足しているのではないか。

・生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業がなぜ、この施策に入っていないの

か。生活困窮世帯の子どもたちにも居場所を提供できる数少ない事業であるはず。

・今後の目標として、実施事業毎の利用人数ではなく、市内全ての子ども・若者に何

らかの居場所がある状態を目指すべきではないか。なので、学校区や総合支所単位で

の居場所充実度などの指標の設置を望む。

「放課後児童健全育成事業」、「放課後子ども教室事業」は、今後益々重

要になると思われるが、事業の内容をどのように評価していくかという課

題がある。



基本施策２ 子どもの人権の尊重と安全・安心を守る 

1 子どもの権利の推進 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

2 児童虐待防止対策の強化【重点施策】 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

 

 

 

 

２．子どもの人権の尊重と
  安全・安心を守る

主要施策 2-1 子どもの権利の推進 担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

復興政策課

新型コロナウイルス感染拡大の影響に鑑み、令和３年度についてもコン

テストを中止した。

未来を担う若者が市政に参加する貴重な機会であり、事業化に繋がった

政策提案も生まれていることから、さらなるステップアップに向けて、

実施手法等の検討を行っていく。

学校教育課

人権教育についての具体的な取り組みは、学校の実情により多少違いが

あります。共通していることとしては、石巻人権擁護委員会と連携し、

毎年人権作文コンテストを実施しており、子ども達に人権ついて深く考

えさせるようにしています。中学校では、市内１８校の代表者が集い、

「ＳＴＯＰ！いじめ 石巻市子どもサミット」を開催し、いじめ問題を

考えることを通して、基本的人権の尊重を意識付けています。また、教

職員に対しては、様々な人権教育の研修会を紹介し、積極的な参加を促

しています。各学校の教育計画の中で、人権教育に関する年間計画を立

て、各教科や諸活動の中で実践しています。

子育て支援課

子どもたち自身が子どもの権利について考える機会として、子どもの権

利標語の募集を行ったが、昨年度を上回る応募があり、学校を通じて虐

待やいじめ、他者を思いやることなどについての学習機会を提供できた

と考える。

№58子育て支援課

№61学校教育課

№58 どこにも自分の意見を言うことのできない子どもたちが子ども

の権利について考え、表出することを重要と考える。

市政等について子どもたちの意見を聞く場として、発展的な取組みを検

討したい。

№61 定住外国人就学支援事業対象者に限らずに、一般的に生活等困

窮世帯については、まず、学校及びＳＳＷ等が連携してその世帯の状況

を把握し、その状況に応じたサービスの提供（福祉への接続）を行って

おります。

・子どもの意見表明がなぜ、標語コンテストなのか。模擬選挙や子ども議

会等の発展的な取り組みを期待したい。

・No.61の事業の利用者には、恐らく困窮世帯の子どももいるのではない

か。福祉への接続がどのように行われているのか、確認したい。

「いしのまき政策コンテスト」はコロナ禍で中止になったが、分析、評価

等にもあるように趣旨や手法も含めて検討し、魅力あるものにしていく必

要がある。

人権についての具体的な取組が見えずらいところがある。

小学生・中学生の授業で「子どもの権利」について学ぶ機会があったら良

いと思います。

２．子どもの人権の尊重と

  安全・安心を守る
主要施策

2-2 児童虐待防止対策の

強化【重点施策】
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

虐待防止センター

コロナ禍における講演会の開催となりましたので、感染対策を徹底する

とともに、参加定員を制限して開催しました。子育て支援や児童虐待に

関わりのある関係機関の方々の参加と併せて、個人での参加も多く見受

けられ、今後の児童虐待ケース等への支援及び児童虐待防止向けた啓発

において一定の成果が得られたものと考えております。

虐待防止センター

関係機関等と連携して行うケース検討会議やカンファレンスは、ケース

に応じた支援方針を調整・情報共有する場となります。適切な支援を実

施する上で有効なものであり、処遇困難ケースの実態改善への一助と

なっているものと考えております。

・NO.64は目標の変更をお願いしたい。会議が開催されるのと困難を有す

る子どもたちの状況が改善がイコールであればいいが、本市では困難を有

する子どもの数や、その重さは非常に深刻である。回数ではなく、実態が

改善したのかどうかを明らかにしていただきたい。

・NO.67は目標が設定されていないのではないか。

・本計画における重点施策なのであるならば、どの施策が目玉施策であ

り、どんな成果があるかを明らかにした方がいいのではないか。

63の児童虐待に対する意識啓発のための講演会開催については、問題のあ

る家庭の参加がないため、効果については疑問があります。



３ 心のケアの充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

4 安全対策の充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．子どもの人権の尊重と

  安全・安心を守る
主要施策 2-3 心のケアの充実 担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検

討します。

子育て支援課 相談しやすい環境づくりに努めます。

子育て支援課

今回は、コロナ下で実施された事業の評価となったことから、一定の基準

に照らして厳しい評価となったことは否めない。特別な事情について補正

する評価を検討したい。

子育て支援課

№69学校教育課

令和２年度は、ＳＳＷを５名配置し、児童生徒の抱える問題等４０６件に

対応しております。報酬は、社会福祉士等有資格者は、時給5,000円（初

年度4,000円）、それ以外の者は、時給2,500円（初年度2,000円）となっ

ております。目標「継続して実施」について、この事業は、年間1,000万

円程度の全額補助事業であり、財源確保等も必要となることから次期プラ

ン作成に際に、プラン全体の目標の見直しを踏まえ検討いたします。

新型コロナウイルス対策のため、縮小、中止はやむを得ないことと思われ

る。丁寧に対応していることがよくわかる。評価がもっと高くとも良いので

はないかと思われる。

・NO.69 SSWの方達が本市で困難を抱えている子どもたちを、支えてくだ

さっている。ただ、この目標では正当な評価がされないのではないか。きち

んと成果を社会や市民に伝えるためにも目標の改善を要望したい。

また、現場でSSWの方が出している成果に対して、報酬は適切なのか、予算

どりは十分なのかは検証いただきたい。

目標が具体性のない事業がある。

目標値を達成することも必要ですが、相談しやすい環境づくりにも力を入れ

てほしいです。

２．子どもの人権の尊重と

  安全・安心を守る
主要施策 2-4 安全対策の充実 担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを

検討します。

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを

検討します。

・目標は「継続して実施」から別の定量、定性的な指標に置き換えられない

でしょうか。評価できないです。

評価は高いが目標が具体的でない事業がある。



基本施策３ 安心して子どもを産み育てられる環境をつくる 

（妊娠・出産期からの切れ目のない支援） 

1 親と子どもの健康の確保及び増進  ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

2 切れ目のない相談・支援体制の充実【重点施策】［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

3 経済的支援の充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

4 ひとり親家庭支援の充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

３．安心して子どもを産み育てられ

る環境をつくる（妊娠・出産期から

の切れ目のない支援）

主要施策
3-1 親と子どもの健康の

確保及び増進
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

健康推進課
ＨＰ、チラシ等を用いて医療機関等との協力もいただきながらしており

ますが周知不足を感じており、検討が必要と考えております。

健康推進課
より高い受診率を目指しており、評価基準である計画策定時とほぼ同じ

のためＣ評価としました。

妊婦さんや出産したばかりの母親のケア等について、市でも行っている取

組をもう少し全市民に知らせるとよいと感じた。

就学時健康診断実施事業、健康診断検査等実施されている。妊婦健康診断

検査助成事業、乳児一般検査事業、乳幼児健康診査、受診率が良いのに評

価Cなのは何故か。

３．安心して子どもを産み育てられ

る環境をつくる（妊娠・出産期から

の切れ目のない支援）
主要施策

3-2 切れ目のない相談・
支援体制の充実【重点施
策】

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子育て支援課 効果的な広報を検討する。

包括ケア推進室

令和２年度継続支援ケース７８件に対して、３７機関、延べ４,３５２

回対応支援した。多い順に、医療機関４２５回、地域包括支援セン

ター３８２回、家族３０８回、保護課２２０回、障害相談支援事業所

１３７回ほか。民間ではＮＰＯ支援団体７９回、からころステーショ

ン６２回などで、特記すべきは、弁護士が前年度２回から今年度３３

回と急増している。連携手段は、多い順に電話２,２０４回、訪問９６

２回、来所３２３回。随時、関係者を集めたケース会議も３８回実

施。

NO.100は他機関協働が主眼の事業であるため、どのような機関にどのくら

いの数を繋いだのか、どのような連携があるのか明らかにすべきではない

か。

前述しましたが，広報活動について，もう少し創意工夫があってもよいの

ではと感じる。

３．安心して子どもを産み育てられ

る環境をつくる（妊娠・出産期から

の切れ目のない支援）

主要施策 3-3 経済的支援の充実 担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

教育総務課

本人の申請がなければ税情報などの支給要件を調べる権限が教育総務課

にないため、要件に該当する市民の母数把握は困難である。申請の煩雑

さについては、添付書類等省略できない部分はあるが、改善できる部分

は適宜見直しを図っていき、申請の簡素化に努めていく。

申請者等ではなく、そもそも要件に該当する市民を母数とした、支給率や

利用率を指標にするべきではないか。

課題は本来支援を必要としている人たちにとって、申請が煩雑で行き届か

ない点ではないでしょうか。

３．安心して子どもを産み育てら
れる環境をつくる（妊娠・出産期
からの切れ目のない支援）

主要施策
3-4 ひとり親家庭支援の充

実
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検

討します。

子育て支援課 教育委員会との調整を図りたい。

子育て支援課
提供会員、両方会員の登録は増加しているが、実際に活動を行っている会

員は限られる状況にある。周知を行い、会員層を図りたい。

保護課

本事業の対象者は、生活保護を受給する世帯のほか、準要保護世帯の児

童・生徒、その保護者や家族を対象としておりますので、非課税世帯や児

童扶養手当の支給を受けている世帯も対象となります。

・NO.128の事業をひとり親支援に位置付けるのであれば、児童扶養手当全部

支給の世帯等であれば本事業の対象になる等の制度変更が必要ではないか。

被保護世帯や自立支援を受けていなくても、困窮状態のひとり親世帯は多く

存在すると感じる。

事業周知の方法をさらに工夫する必要がある。

HP等を活用ではなく中学校の教育現場でこまめな情報を具体例をあげて導い

て欲しい。誰にでも学ぶチャンスはあるということを高校では遅い。

126のファミリー・サポート・センター事業の利用件数が多いことからサポー

ターの不足が予想されます。



基本施策４ 仕事と生活の調和の実現を促す 

1 多様な保育サービスの充実 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

2 子育てしやすい就労環境の整備 ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

※委員からの質疑なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．仕事と生活の調和の実現
を促す

主要施策
4-1 多様な保育サービス
の充実

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

子ども保育課
石巻専修大学と連携を深めるとともに、県内の保育士養成学校へも依頼

しながら、保育士確保に努めて参ります。

子ども保育課
民間保育士の待遇について、各施設の状況を監査等で確認しながら、格

差を確認し、適切な待遇となるよう注視して参ります。

子ども保育課

例年、１２月に次年度の産休・育休予定者を確認し、その時点で確認で

きている職員分については、任期付職員の採用等で保育士確保を行って

おりますが、それ以降に産休・育休となることが分かった職員分につい

ては、会計年度任用職員の採用で対応しております。保育士確保が困難

な状況も考え、対応策を検討して参ります。

子ども保育課

幼稚園・保育所・こども園の再編計画により今後、施設の総数は増え

ず、廃止する施設の代替施設の増設を予定していることから、保育士の

総数は変わらないものと考えておりますが、継続的な安定運営が可能と

なるよう、問題点に注意しながら検討して参ります。

子ども保育課
財政担当部署や人事担当部署とも連携を図り、新卒者の早い時期の確保

について、検討して参ります。

子ども保育課

保育士確保対策については、宮城県で実施している保育士・保育所支援

センターやハローワークに協力を仰ぎ、潜在保育士の掘り起こしを行う

ほか、市報やホームページ、新聞広告も活用し、募集しているところで

あります。

さらにSNSを活用した募集広告の検討や保育士養成施設への訪問等も行

い、保育士確保に努めて参ります。

健康推進課

産後ケア事業は令和３年度から開始しました。申請については、郵送で

の受付もしておりますが、柔軟な対応が必要とされており今後検討して

まいります。

多様な保育の充実は今後ニーズが高いと思われる。保育士確保対策

として早い時期の採用試験で新卒者を確保し保育サービスの充実につなが

るのでは。

保育士不足により事業実施ができない現状もあると思われる。人材確保策

は急務である。

事業番号１３８ 申請がオンラインでできることが利用者目線で良い。

産後ケアなども検討していただきたい。

保育士確保については、石巻専修大学との連携をさらに強化する必要があ

る。

民間保育士の待遇の格差があるのでは？

保育士の確保等、様々な課題がある。女性の多い職場だけに、安心して出

産・育児ができる環境づくりのためにも、見通しを持った「産休・育休代

替」の確保が必要である。

保育士の確保は私立・公的な保育施設でも難しい問題だと思います。施設

の増設するだけではなく環境を十分に検討すべきだと思います。



基本施策５ 子どもの貧困対策をすすめる 

1 教育・学習支援の充実  ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

2 困難を抱える子育て家庭への生活支援の充実 

［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

3 保護者への就労支援の充実  ［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

 

 

 

５．子どもの貧困対策をすす
める

主要施策
5-1 教育・学習支援の充
実

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

教育総務課
令和２年度小学校2,104名、中学校1,066名、合計3,170名を認定し、支

援をおこなっております。

子育て支援課

子どもが育った環境に左右されずに、自己実現を図れるよう、必要とさ

れる支援を継続していきたい。

支援対象者の把握のために、関係部署間の連携を図っていきたい。

子育て支援課
事業間連携を行えるよう、庁内連携会議の機能を活用し、情報共有等を

図っていきたい。

「就学援助事業」の申請者数がほしい。

金銭的問題で学習面で子どもたちに差ができるのは問題だと思います。今

後も支援を継続して頂きたいと思います。但し、支援を受けている子ども

の人数が少ないと思いました。

・この事業に限らずだが、同一施策内の事業間の連携はほぼないのではな

いか。教育・学習支援の充実となっているが、142とその他の事業では、

事業間連携がない。その他の事業に関しても同様の状況であるのであれ

ば、施策単位で連携を強化するような取り組みが必要なのではないか。

５．子どもの貧困対策をすすめ

る
主要施策

5-2 困難を抱える子育て家

庭への生活支援の充実
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

学校教育課

当市の奨学金制度については、日本学生支援機構の制度に準じておりま

す。志願者減少の理由としては、給付型奨学金や他団体（進学先大学や被

災者向け）の奨学金の活用が考えられますが、奨学金が必要な学生への支

援が継続できるよう事業内容等を検討してまいります。

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検

討します。

・他の施策との重複事業が見られるが、施策が違えば方針目標も異なるので

はないか。例えば149から151等は全体の実績ではなく、その中からどの程

度、対象層への支援が行われたかで目標設定、評価をしていただきたい。

「就学援助事業」の申請者数がほしい。「奨学金貸与事業」の志願者減少の

原因を検証し、対策を工夫すべきである。

５．子どもの貧困対策をすすめ

る
主要施策

5-3 保護者への就労支援の

充実
担当課

委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

商工課
商工課に関しては企業者側への支援が主であり、引き続き労働局等の関係

機関との連携により制度周知の徹底に努てまいります。

子育て支援課
目標については、次期プラン作成の際に、プラン全体の目標の見直しを検

討します。

・目標は「継続して実施」から別の定量、定性的な指標に置き換えられない

でしょうか。評価できないです。

・申請者等ではなく、そもそも要件に該当する市民を母数とした、支給率や

利用率を指標にするべきではないか。

支援制度や施設の充実は必要であるが、根底にある家庭環境は重要であり生

活・労働環境の安定を図る、支援制度の事業内容をブラッシュアップしてみ

てはどうでしょうか？



 

4 相談支援及び地域連携体制の強化【重点施策】 

［各委員からの評価意見及び委員評価への回答］ 

 

５．子どもの貧困対策をすす
める

主要施策
5-4 相談支援及び地域連
携体制の強化【重点施策】

担当課
委員評価への回答

（令和3年度事業実施を踏まての回答）

福祉総務課

334/370人（委嘱者/定数）R3.7月末現在

社会環境の変化及び東日本大震災の影響により、地域での関係性の希薄

化や人口減少、地域活動の担い手の高齢化が進行し、各地域において適

任者の選任に苦慮している。

民生委員活動については、近隣地区民生委員との複数人による活動や活

動費の増額を行い負担軽減に努める。

福祉総務課

市報や市ホームページで民生委員の役割や活動について周知し、広く市

民の理解を得るとともに関心を高めるよう努めている。また、引き続き

欠員地区の自治会⾧等から現況の聴取を行い、社協と情報共有し、候補

者の選任に努める。

子育て支援課 情報の共有を図りたい。

子育て支援課

子どもの貧困に限らず、困難な状況を抱える事例に対して、福祉まるご

と相談が複合的な問題を包括的に受け止め、関連する事業担当課と連携

して問題解決に取組んでおり、同事業が包括支援像に相当する。

指標の設定については、次期プラン見直しの際に検討したい。

・重点施策となっているが、本市における包括支援像が知りたい。また、

その包括支援像の中で各事業はどのような役割を果たしているのかが指標

に反映されると良いのではないか。

民生児童委員の充足率が90％であることを踏まえ活動内容や待遇等の工夫

改善が必要である。

民生委員のなり手不足について、市として具体的な対応を示していただき

たい。

各課にまたがっているために連携が大変難しいと思いますが、情報の共有

を重視して欲しいです。


