
30 子育て支援 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

ー 65.3 ー 70.0 100.0

ー ー ー 40.0 50.0

ー 86.4 ー 95.0 100.0

必要なときに子どもを預けることが
できた保護者の割合（％）【１０か
年計画】

成果指標

社会状況の変化に応じて子育て支援事業を充実してきたが、まだ必要な人が必要なときに
利用できていない。

子ども総合相談窓口の利用者が満足
したと感じた割合（％）

子ども家庭支援センターが把握して
いる子ども虐待の改善割合（％）

多用な援助に支えられる子育て世帯

分野目標

子育て家庭が子どもの状況や家庭の事情に応じた子育て支援サービスを利用し、安心して
子育てできるまちを目指す。

保護や特別な支援が必要な子どものために、状況に応じた適切な支援が提供されているま
ちを目指す。

成果指標と目
標値

現状と課題

関係機関や地域との連携を強化し、子育て家庭の孤立化を防ぐ取り組みを進めているが、
こうしたつながりを持てない家庭に対しても、養育困難などの状況を把握し適切な支援を
行う必要がある。



16年度

2,997,928

9,704

養育支援が必要な家庭の把握

育児支援ヘルパーなど子育てサービスについ
て、より使いやすいサービスとするため、利
用要件や利用方法などを見直す。

子育てサービスの利用要件等の見直し

取り組み

区民が必要なときにサービスを利用しやす
くなり、育児不安や孤立感の軽減につなが
る。

地域で孤立しがちな家庭に対し、積極的に
状況を把握し必要な支援や情報提供を行っ
ていくことで、育児不安を軽減し養育困難
家庭の発生を防いでいく。

-

-

-

-

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

3,123,661

保育園・幼稚園分野

（仮称）地域子ども家庭支援センターでの子育て
サービス提供

子ども育成分野

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

一時保育等の充実

乳幼児健診の未受診者訪問、妊娠届時やこん
にちは赤ちゃん学級などの機会を通じて、家
庭状況の把握に努めるとともに、保護者に相
談やサービスの情報を提供する。

子ども医療助成の拡大 子どもの医療に係る経費を助成することに
より、子育て家庭の経済的負担の軽減につ
ながる。

医療費助成の対象を小学生から中学生にかか
る医療費の自己負担分に拡大する。

10,144

17年度



様式３

子育てサービス

3001

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 － 65.3% 70.0% 70.0%

短期 318人 359人 450人 －

短期 － 86.4% 90.0% 95.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 961 1,569 1,600

事業概要

事業名

実績 13 28 250

事業概要

施策目標

子育て家庭は、必要なときに子どもを預けたり、育児や家事援助のサービスを利用できて
いる。

ひとり親家庭が、生活・住宅・教育・就労等の様々な問題に適切な支援を受け、より自立
への方向に向かっている。

頼りになるサービスで支えられる子育て

各種手続きや申請、相談等で子ども総合相談窓口を訪れる区民は、手続きなどがスムーズ
にでき、職員の接遇などにも満足し用件を済ませている。

成果指標
と目標値

現状と
課題

一時保育については、利用要件の拡大に伴い利用者が増える傾向にあるが、充分な実施場
所の確保が困難になってきている。

＜主な取組み＞

ショートステイや育児支援ヘルパー、ひとり親ホームヘルプなど利用実態の少ない事業に
ついては、現状を分析し、より利用しやすい制度に見直す必要がある。

ファミリー・サポー
ト・センターの協力会
員数

必要な時に子どもを預
けることができた保護
者の割合

子ども総合相談窓口の
利用者が満足したと感
じた割合

一時保育

利用人員（人）

保護者が急な傷病、出産や親族の看護のほか、育児疲れの解消や就職活動などで、家庭で
保育が出来ない場合に、一時的に就学前の児童を保育園で預かる。

休日保育

利用人員（人）

保護者が、就労、親族の看護、冠婚葬祭等により、休日に家庭で保育が出来ない場合に、
一時的に就学前の児童を保育園で預かる。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 － 12 60

事業概要

事業名

実績

事業概要

・10か年計画、次世代育成支援行動計画で予定していた事業の拡充については、ほぼ計画通り実施し
　ている。
・今後、両計画で予定している母子生活支援施設の建替えを推進していく。
・計画上では予定していなかったが、現在、区として行っていない子育てサービスの一つであるトワ
　イライトステイについて、母子生活支援施設の建替えに併せ、実施していく方向で検討する。

551468 ー－

144,589 169,578

育児支援ヘルパー

登録人員（人）

産後の体調不良や多胎児の養育、20歳未満の若年出産などのため、家事や育児が困難と
なっている家庭にヘルパーを派遣し、家事援助や育児援助を行う。

19年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度

ーー



様式３

児童手当

3003

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - - 70.00% 75.00%

長期 - - 75.00% 80.00%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 100,511 106,327 - 112,365

事業概要

事業名

実績 32,265 32,676 - 33,600

事業概要

現状と
課題

負担が軽減されている子どもの育成

児童育成手当

延受給児童数

第一子出産の同月内（15
日特例含む）申請率

　国制度の児童手当は、年齢拡大や所得制限緩和等による受給者拡大の方策がとられ、今後も制度拡
充の方向にある。18年度制度改正時には未受給者全員に個別勧奨通知を送付し、制度の概要と申請勧
奨をお知らせした。今後の制度改正についても、円滑に申請手続きをしていただくため、十分な周知
を図っていく必要がある。

施策目標

＜主な取組み＞

子育て中の多様な家庭が、子どもの育成に要する経費の助成により子育ての負担が軽減さ
れている。

出産を控えた（成した）世帯は、ホームページや出生届出窓口等で制度内容を確認し、申
請している。手当受給世帯は、制度内容を理解し、現況届（新年度認定請求）を忘れずに
提出している。

児童手当

手当の支給により、生活の安定と児童の健全育成を支援する。（小学校６年生までの児童
を扶養している世帯、所得制限有。国制度）

手当の支給により、生活の安定と児童の健全育成を支援する。（18歳までの児童を扶養し
ているひとり親世帯または、一定の障害のある20歳未満の児童を扶養している世帯、。所
得制限有。区制度）

成果指標
と目標値

児童手当現況届の期限
内提出率

延受給児童数

　児童手当の支給は、原則として申請月の翌月分からであり、遡り支給はできない。現況届について
は、遡り支給はするが、未提出の間は支給停止となる。手当受給者の不利益を減らす取り組みが必要
である。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 16,412 16,477 - 16,500

事業概要

事業名

実績 193 187 - 190

事業概要

1,731,6361,686,827 ー

延受給者数

16年度

受給児童数

施策のコスト（千円）

手当の支給により、生活の安定と児童の健全育成を支援する。（一定の障害のある20歳未
満の児童を扶養している世帯。所得制限有。国制度。区は申請受付のみ行う、都への進達
事務）

17年度

ー

19年度18年度

区の計画との関係

－56,22557,480区民一人あたりコスト（円） ー

（１）１０か年計画
　　　　領域Ⅱ－１　さまざまなサービスで支えられている子育て支援の推進
　　　　　　　　　　多様な子育てサービスの推進
（２）次世代育成支援行動計画
　　　　体系２　　　多様な援助に支えられている子育て家庭

手当の支給により、生活の安定と児童の健全育成を支援する。（18歳までの児童を扶養し
ている母子世帯。所得制限有。国制度）

特別児童扶養手当

児童扶養手当



様式３

子ども医療助成

3004

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 245,924 251,306 ー 263,491

事業概要

事業名

実績 ー 18 ー 72,000

事業概要

＜主な取組み＞

成果指標
と目標値

小学生から中学生にかかる医療費の自己負担分を助成する。（平成１９年１０月から実施
予定）　　平成１７年１０月から平成１９年９月までは小学生の入院医療費のみの自己負
担分を助成している。

子ども医療費助成

助成件数

乳幼児医療費助成

就学前の乳幼児にかかる医療費の自己負担金を助成する。

助成延べ件数

長期

子どもの病気やけがに
よる医療費の負担が重
いと感じている保護者
の割合

現状と
課題

子どもがけがや病気になった場合、子育て家庭の経済的な負担感が高くなっている。保護
者の経済的な負担を軽減し、保護者が不安を感じることなく必要な医療が受けられるよう
にする必要がある。

負担が軽減されている子どもの医療（子ども医療助成）

施策目標

子育て中の家庭が子どもの医療の経済的支援を受けることにより、安心して必要な医療を
受けることができている。

40% ー 30%ー 70% ー



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 28,854 32,538 ー 33,443

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅱー１　　　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
　　　　　　　　　　　主な取り組み多様な子育てサービスの推進
（２）次世代育成支援行動計画
　　　体系２　 多様な援助に支えられている子育て家庭

１８歳未満の子とその家族等の医療費の自己負担額の一部（非課税世帯は全部）を助成す
る。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

ひとり親家庭等医療費助成

－

ー

2,233

16年度

2,129

687,711657,795 ー

助成延べ件数



様式３

私立幼稚園等補助

3005

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - - - 85% 75%

長期 - - - 42,900人 43,300人

16 17 18 19目標 19実績

事業名 私立幼稚園等保護者補助

実績 36,284 34,977 34,440

事業概要

事業名 私立幼稚園等就園奨励費補助

実績 1,446 1,417 1,230

事業概要

負担が軽減されている子どもの教育

通常期の教育時間外や春休み・夏休み・冬休み中であっても園児を預けることができる。

保育料や入園料のために経
済的な負担が重いと感じる
保護者の割合

現状と
課題

私立幼稚園の通園にかかる経費（保育料及び入園料）については、依然として大きな経済的
負担となっている。

幼稚園においても保育園の延長保育と同様に、教育時間の枠にとらわれずに子どもを預けら
れる幼稚園が増えているが、預かり保育の時間の延長と実施期間拡大の面で保護者のニーズ
が高まっている。

交付人員

＜主な取組み＞

施策目標

国基準による所得制限内にある保護者に対して、私立幼稚園等に通園する幼児の保育料等の
一部補助（５７,５００円～２５７,０００円）

私立幼稚園で幼児教育を受けさせたいと願う保護者が、子育てにかかる経済的負担が重いと
感じることなく幼児教育を受けさせられる。

私立幼稚園等に通園する幼児の保育料の一部補助(月額９,５００円）

延べ交付人員

成果指標
と目標値

預かり保育を利用したこ
とのある延幼児数



16 17 18 19目標 19実績

事業名 私立幼稚園等入園料補助

実績 1,193 1,101 1,062

事業概要

16 17 18 19目標 19実績

事業名 私立幼稚園預かり保育推進補助

実績 ‐ ‐ 1,992

事業概要

通常期の延べ利用者数

交付人員

初めて私立幼稚園等に通園する幼児の入園料の一部補助（１人　３０,０００円）

区の計画との関係

（１）　１０か年計画
       領域Ⅱ－１　さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進
              主な取組み　　多様な子育てサービスの推進
（２）　次世代育成支援行動計画
　　　体系２　多様な援助に支えられる子育て家庭

私立幼稚園の教育時間外に一定時間保育を行う幼稚園設置者への運営費の一部補助
（通常期２００,０００円、春休みと冬休み５０,０００円、夏休み１５０,０００円）

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

467,304 477,700 ー ー

ー区民一人あたりコスト（円） 1,513 1,552 －



様式３

子ども家庭支援センター

3006

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - 28 - - 25 20%

短期 - - - - 35 40%

長期 - 53 - - 70 80%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2,690 5,412 ー 5,900 ー

事業概要

＜主な取組み＞

子ども家庭支援センター運営

相談延人員(人)

子どもとその家庭が抱えるさまざまな問題を解決するために、情報提供や相談、各種サービ
スの提供、関係機関による対応の調整、連携など総合的支援を行う。

現状と
課題

保護者が孤立感を感じることなく子育てが行えるよう、相談・支援により子育ての悩みや不
安の解消を図ることや子育て家庭を取り巻く周囲の理解や協力が必要であるが、子育て家庭
の孤立化が解消されず子どもへの虐待が発生している。

子ども虐待を未然に防止するために、養育が困難な状況が懸念される家庭を把握し適切な支
援を行っていく必要があるが、こうした家庭の把握が十分にできていない。

成果指標
と目標値

子育てに孤立感を感じ
ている乳幼児の保護者
の減少

子ども家庭支援セン
ターが把握している子
ども虐待の改善割合

子ども家庭支援セン
ターの活動を知ってい
る乳幼児保護者の増加

受け止められる親子の悩み

施策目標

子どもとその家庭の総合的な相談・支援が行われ、孤立感を感じることがなく子育てができ
ている。

特別な支援が必要な子どものために状況に応じた適切な支援が迅速に行われ、虐待から子ど
もが守られている。



ー

区の計画との関係

（１）　１０か年計画
　　　　領域Ⅱー１　　特別な支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化
　　　　　主な取り組み　虐待の未然防止と適切な対応

（２）　次世代育成支援行動計画
　　　　　体系２　　多様な援助に支えられる子育て家庭

区民一人あたりコスト（円） 134 167 －

19年度

41,413 51,388 ー ー
施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度
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