
34 子ども育成分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

11, 570
人

11,342
人

ー ー
14,000

人
15,000

人

ー 94% ー ー 96% 100%

4,219
人

3,882
人

ー ー
4,500

人
4,700

人

成果指標と目
標値

現状と課題

児童館等では地域の健全育成団体や個人の協力を得て事業や行事を実施し、子どもたちが
地域で安全に過ごすための見守り活動も取り組まれているが、その活動の参加者は固定化
しており、より多くの参加者が求められている。

小学校の校庭等を活用した児童館事業を実施しているが、子どもたちが安心して安全にの
びのびと交流し、自由な遊びや幅広い活動ができるよう、地域の大人や育成団体の参加・
協力を得て運営することにより、子ども育成の推進が求められている。

見守られる子ども達の成長

分野目標

子育てコミュニティの基盤を確かなものにするために、学校や児童館などと連携して子育
て支援に携わる人を育成し、地域のさまざまな関係機関との連携・協力体制の構築を目指
す。

親が自信や喜びを持って子育てに取り組むために、子育て中の親や、これから親になる人
たちを対象にした子育て講座や親準備教育など、子育て家庭への支援を強化することによ
り家庭の養育力の向上を目指す。

子どもたちが健全に育つために、子どもが地域の中で遊びや学習、世代間交流などを通じ
て様々な体験をする場づくりを目指す。

核家族化や近隣関係の希薄化により家庭の養育力が低下し、子育てに不安や悩みを抱えて
いる親が増えているなかで、子育て中の親も含め、これから親になる人たちが自信を持っ
て子育てに取り組むことができる支援を実施しているが、子育てに対する不安の解消が図
られていない。

成果指標

子育てに自主的な取り組みや地域の
育成活動などに参加した大人の人数
〔10ヵ年計画〕

地域の育成団体やNPOと児童館が共
催した事業の参加者数

子育てが楽しいと感じている保護者
の割合〔１０ヵ年計画〕



16年度

1,817,779

5,884

17年度

-

教育委員会事務局教育経営分野

総合公共サービスセンター開設準備 保健福祉部経営分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

1,818,355

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

小学校施設を活用した遊び場機能・学童クラブ事
業の展開準備

小学校の校庭等を活用した学校や地域と連携
した児童館事業を実施する。

乳幼児親子ほっとルームの増設（８児童館） 乳幼児親子ほっとルームは乳幼児親子が自
由に利用できる場所であるが、地域の育成
団体等の協力を得て子育ての相談に応じた
り必要な支援を行うことで、子育ての不安
や悩みの解消が図れる。

20年度開設予定の（仮称）Ｕ１８プラザの児
童館に乳幼児ほっとルームを開設し、乳幼児
親子が自由に利用し、併せて利用者同士交流
できる場を提供する。

学校や地域と連携した事業を実施すること
で地域の育成活動の推進を促すことと併せ
て、小学校を活用した遊び場機能導入準備
が図れる。

学校・地域連携事業推進

-

-

-区民一人あたりコスト(円) 5,904

20年度区内4カ所の設置、また、全区・日
常生活圏域・地区単位エリアの子育てネッ
トワークと併せて地域の子育てコミュニ
ティの中核拠点としての機能を果たす。

総合公共サービスセンターを視野にいれて２
０年開設に向けた〔仮称〕地域子ども家庭支
援センター開設準備を進める。

〔仮称〕地域子ども家庭支援センター開設準
備

取り組み



様式３

育成活動支援

3401

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 11,570 11,342 ━━ ━━ 11,400 14,000

長期 2,192 1,550 ━━ ━━ 1,600 1,700

長期 ━━ 221 ━━ ━━ 230 250

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 13,782 17,585 ━ 18,000

事業概要

事業名 子育てステップアップ支援事業

実績 ━ 46 ━ 146

事業概要

地域で見守る子どもたち

施策目標

NPOや育成団体等が地域のなかで多様な育成活動を活発に展開しており、子どもたちが安全で健
やかに成長するためのさまざまな機会が提供されている。

交流や学習の場が活発に展開されるなど、子育て中の親や家庭を支える環境が地域に根付いてい
る。

子どもたちに自分の意見を表明する機会が確保されるなど、子どもの権利についての理解が深
まっている。

成果指標
と目標値

子育ての自主的な取り組みや
地域の育成活動などに参加し
た大人の数（人）【10か年計
画】

乳幼児親子の交流事業の参加
者数（人）

子どもの権利の啓発を推進す
る事業への参加者数（人）

現状と
課題

地域の健全育成団体等の育成活動に関わる担い手が減少傾向にある。また、子どもの数の減少と
共に活動も停滞傾向にある。

子育て・子育ちをサポートするような地域性があり、育成団体が様々な活動を行っているが、区
民相互の支援の促進を図るためには充分ではない。

子どもたちに自分の考えや意見を表明する機会が充分用意されていない。また、子どもの権利の
啓発や子ども自身の意思を尊重する意見表明についての理解が区民に充分浸透していない。

＜主な取組み＞

青少年育成事業

（仮）公益活動支援助成事業に参加した青少年の数
    16～18年度は青少年健全育成事業補助事業の参加者数

青少年の育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な調査審議及び、関係行政機関相
互の連絡調整を行う区長の付属機関である青少年問題協議会を実施。また、青少年の健全育成団
体などによる自発的な公益活動に対する支援として事業の助成を行う。

子育てサポーター養成講座参加者数

子育て不安がある、または自信が持てない親に対して、親育ちのための支援をおこなう。また、
地域全体で子育てを支援していく体制づくりを行うため、子育て中の親などを支援するサポー
ターを養成する。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ━ 221 ━ 230

事業概要

事業名

実績

事業概要

子どもの参画推進事業

事業参加者数（ハイティーン会議等）

子どもの権利について子ども及び大人が理解を深める機会を設けるとともに、区の子どもに関す
る取り組みの中で、意見表明と参加の場や機会を確保する。

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

69,074 68,520 ー ー

ー

区の計画との関係

〔１〕１０ヵ年計画
　領域Ⅱ　自立してともに成長する人づくり
　おもな取り組み　①地域の子育てコミュニティの拠点づくり
　　　　　　　　　②地域の育成活動の支援と拠点づくり
　　　　　　　　　③地域・学校が連携した子ども育成の推進
　　　　　　　　　④子どもの安全対策の強化

〔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） 224 222 －



様式３

地域子ども施設運営

3402

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 4,219人 3,882人  4,300人 4,500人

長期 10.1人 41.3人/月   5.0人 0人

      

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 5,123 4,741 6,000

事業概要

事業名

実績 968 956 1,000

事業概要

のびのびと遊び交流する子どもたち

施策目標

１　子どもたちには、居場所が地域の中で多様な形で用意されており、子どもたちは地域
の大人たちに見守られ、自ら企画した遊びや活動を実施している。

２　保護者の多様なニーズに応じたメニューが用意されており、保護者は安心して子育て
と仕事の両立が図られ、子どもたちは放課後充実した生活を過ごしている。

 

成果指標
と目標値

地域の育成団体やＮＰＯと児童館
が共催した事業の参加者数

定員超過により、希望する学童ク
ラブを利用できず待っている児童
の数

 

現状と
課題

子どもたちが地域で安全に過ごすには、それを見守る地域の大人の存在が不可欠である
が、その活動者の数は多くない。

学童クラブの入所を希望する児童が年々増加し、それを受け入れる施設の対応が伴わな
い。

＜主な取組み＞

児童館事業

ボランティア活動人数（年間）

行事や活動等の実施を通して地域社会に積極的に働きかけ、健全育成をすすめる。

学童クラブ事業

月平均在籍児童数

３０学童クラブ（児童館併設２８か所、その他２か所）で、放課後適切な保護を受けられ
ない児童に生活の場を提供する。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー ー 35

事業概要

事業名

実績

事業概要

民間学童クラブ運営補助

学童クラブ入所児童数

民間学童クラブの運営費の補助及び支援を行う。（平成１９年４月開設）

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

1,718,125 1,719,983 ー ー

ー

区の計画との関係

（１）10カ年計画　領域Ⅱ　自立してともに成長するひとづくり
おもな取り組み
①地域の子育てコミュニティの拠点づくり
②地域の育成活動の支援と拠点づくり
③地域・学校が連携した子ども育成の推進
④子どもの安全対策の強化
（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） 5,562 5,585 －



様式３

地域子ども施設連携

3403

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 ― ― ― 10,000 20,000

短期 ― ― ― ― 65 ― 90%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ― ― ― 10,000

事業概要

事業名

実績 ― ― ― 12

事業概要

整えられる子育て・子育ち環境

施策目標

地域と家庭と学校の連携した育成活動を通じて、子どもたちは安全にのびのびと自由な遊
びや活動を行っている。

地域の中で身近な子育て相談・支援を行なう〔仮称〕地域子ども家庭支援センターが設
置・運営され、子育て・子育ちの環境が適切につくられている。

成果指標
と目標値

小学校施設を活用し、地域
と連携して実施した児童館
事業に参加した子どもの人
数〔人〕

相談対応のための職員研修実
施割合〔％〕

現状と
課題

子どもたちをとりまく環境の悪化から安全・安心な遊び場が求められている。子どもたちがのびのび
と交流し、自由な遊びと幅広い活動ができる居場所づくりを推進するため、家庭・地域・学校の連携
の強化が求められている。

地域では様々な子育て支援への取り組みや育成活動が展開されているが、メンバーが固定化したり減
少してきている。一方、核家族化や近隣関係の希薄化により子育てに不安や悩みを抱えている親が増
え、地域での身近な相談・支援の仕組みが求めらている。

＜主な取組み＞

学校・地域連携事業推進

事業に参加した子どもの人数（人）

小学校の校庭等を活用し、学校や地域と連携して児童館事業を実施する。

〔仮称〕地域子ども家庭支援センター開設準備

職員の相談対応力向上研修の実施（回）

平成20年度、区内４か所の〔仮称〕地域子ども家庭支援センター設置に向けて、児童館職
員の相談・支援機能の強化を図る。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

― ― ― ―

―

区の計画との関係

〔１〕１０ヵ年計画
　　領域Ⅱ－１　子どもの育ちを支える地域づくり
　　　　おもな取り組み　　地域の子育てコミュニティの拠点づくり
　　　　　　　　　　　　　地域の育成活動の支援と拠点づくり
　　　　　　　　　　　　　家庭・地域・学校が連携した子ども育成の推進
　　　　　　　　　　　　　子どもの安全対策の強化

区民一人あたりコスト（円） ― ― ―
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