
30 子育て支援 分野（21年度） 様式２

17 18 19 20 21目標 26目標

72% 68% 72% 74% 80% 85%

86.4% 82.7% 85.9% 87.7% 90% 100%

乳幼児親子支援活動助成団体が行うの事業の

多様な援助に支えられる子育て家庭

分野目標

3.保護や特別な支援が必要な子どものため､問題の早期発見とともに、状況に応じた適切な支援が迅
速に行われるまちを目指す。

4.子どもや家庭をめぐる地域の課題解決や地域活動の促進、家庭・地域・学校の連携強化のため、
地域のネットワークの推進、充実を目指す。

1.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て、安心して子
どもを育てられるまちを目指す。

2.身近な地域にも子育て家庭が気軽に相談できる場があり、必要な支援を受けながら、地域の中で
健やかに子育て・子育ちが行われているまちを目指す。

子ども総合相談窓口の利用者が満足したと感
じた割合（％）

成果指標

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】

ー ー 4,259人 4,300人 4,500人 5,700人

5,430人 5,585人 5,730人 5,900人 6,000人 8,000人

11,342
人

12,305
人

13,441
人

ー
14,000

人
15,000人

乳幼児親子支援活動助成団体が行うの事業の
乳幼児親子参加者数

現状と課題

3.虐待や養育困難などの問題を抱える家庭に対し、関係機関や地域が連携・協力して問題
の解決に当たれる体制づくりの充実がさらに必要である。

1.子育て支援のための事業の充実をはかってきたが、子育て家庭が必要な時に事業を利用できる体
制が構築しきれていない。

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人数【10か年計画】

2.区役所内で実施している子どもや子育て家庭に関する総合相談に加え、身近な地域で子育て家庭
を支えていく拠点として地域子ども家庭支援センターを開設したが、今後、子ども家庭支援セン
ターなどの区役所内の相談機関との連携・協力関係の充実が必要である。

子育てひろばに遊びに来た乳幼児親子数（1
児童館あたり年／延）

4.児童館では乳幼児親子から中高生まで幅広い対応に努めているが、施設面での制約もあり、子育
て相談など地域から求められる新たな機能に十分応えられていない。また、保育園での延長保育が
一般化する中、区立学童クラブでは午後6時までの保育体制が確保できていない。

5.平成20年度に発足した中野区次世代育成委員が、地域子ども家庭支援センターやU18プ
ラザを拠点とし、地域の子育て・子育ちネットワークづくりのための活動が活発に行える
よう、地域協議の場の設置など、環境整備を進める必要がある。

母子生活支援施設の建替え

子育て相談支援システムの構築

（仮）すこやか福祉センターで展開する子ども総合相
談窓口機能について、窓口対応及び事業情報の一元管
理を行う。

　身近な場所で、子どもや子育て家庭への
総合的な相談支援、一貫したケースワー
ク、子育て活動の支援などを実施すること
で、子育てを支える環境づくり、子育て家
庭の養育力向上を図る。

　生活圏域エリアにおける地域の子育てコ
ミュニティの中核施設として機能を果たす
ことにより、子どもと家庭を地域が見守る
環境の醸成が進む。

（仮）すこやか福祉センターを視野に入れながら支援
を必要とする子どもと家庭の早期発見につながる事業
を展開する。

地域子ども家庭支援センター

母子保護の実施における居住性の充実と、
新規の子育て支援サービスを実施すること
により、保護が必要な子育て家庭への支援
の充実と、子育て支援サービスの拡充をは
かることができる。

重点取り組み

21年度に重点的
に行う取り組み

成果指標に対する効果

Ｕ１８プラザ事業の充実

　平成２２年４月開設に向け、施設建設、指定管理者
の選定、初度調弁を行う。

取り組み

　家庭・地域・学校の連携が進み、０～１
８歳までのあらゆる年代に応じた育成活動
が充実する。

　児童館及びふれあいの家９館において、Ｕ１８プラ
ザ事業を展開する。

民間活力を活用した学童クラブの運営 　就労と子育てとの両立が図りやすくな
り、子どもも安心安全に放課後の時間を過
ごすことができる。

　区立学童クラブの民間委託や民設学童クラブの誘致
により、延長保育等利用者ニーズに応じたサービスの
提 機 童 解

連携の内容
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組織変更により算出不可

組織変更により算出不可 組織変更により算出不可

2019

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　地域子ども家庭支援セン
ターと子ども家庭支援セン
ターをはじめとした分野内
各施策、部内各分野、保健
福祉部、教育委員会など、
広く連携を強化し、子育て
施策を着実に推進する。

　区民ニーズに即した効率的かつ迅速な
施策展開が行われ、区民満足度の向上に
つながる。

組織変更により算出不可

連携による成果

区民一人あたりコスト(円) 組織変更により算出不可

18

分野のコスト（決算）（千円）
組織変更により算出不可

連携による実績連携により期待される効果

青少年育成活動支援 　課題の解決の方策を地域と連携して実践
していくことにより、子育てコミュニティ
が醸成されるとともに、育成活動が活性化
される。

提供とともに待機児童の解消を図る。

　次世代育成委員と次世代育成推進審議会活動が、活
発に機能し、地域の課題や解決の方策を見出し、実践
できるようにしていく。



様式３

子ども家庭支援センター （２1年度）

3001

17 18 19 20 ２1目標 （達成度）

- - 58.3% - 63.0%

65.3% 62.8% 67.1% 70.0%

86.4% 82.7% 85.9% 87.7% 90.0%

17 18 19 20 ２1目標

事業１

実績 5,412 6,423 7,650 - 7,800

概要

事業２

実績 - - - - 1,600

概要

＜主な取組み＞

子ども家庭相談等

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。

相談窓口改善

子育て相談支援システムで情報共有をしている子どもの数

本庁舎及びすこやか福祉センターで展開する窓口相談及び各種の事業情報を一元管理し、迅
速・適切かつ正確な業務運営を実現するための支援ツールとして、子育て相談支援システム
を構築する。併せて事務処理の効率化と窓口サービスの向上を図るため事務の外部委託の検
討・推進を行う。

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・支援を実施しているが、孤立
化している家庭すべてに関わることができず子どもへの虐待に繋がってしまうこともあ
る。。

日々、多様化する子育て支援へのニーズに全て対応することは困難となっているが、質と量
の両面を整えることにより出来る限りのニーズに応える必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

子ども家庭支援センターが虐待通告
を受理、対応し１年以内に虐待が改
善した割合
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

受け止められる親子の悩みと頼りになるサービスで支えられる子育て

施策目標

子どもやその家庭に対する総合的な相談・経済的な支援が行われ、安心して子育てができて
いる。

子育て家庭に対する様々なサービスが整い、安心して子育てができている。

17 18 19 20 ２1目標

事業３

実績 1,895 2,118 2,781 － 3,440

概要

事業４

実績 － 2件 2件 － 10件

概要

事業５

実績 106,327 142,045 153,658 - 155,000

概要

区民一人あたりコスト（円） 10,144 10,695 11,993

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
　　　　　　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る子育て家庭
　　　　　体系３　　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

ー

施策のコスト（決算）（千円）

17 18 19 20

3,123,661 3,302,369

延利用人員（人）

ライフサイクルの多様化に伴う子育て支援ニーズに対応するため、短期預かりサービス、在
宅家庭支援サービス、就労家庭支援サービスなどの子育てサービスを実施する。

3,715,761 ー

ひとり親家庭支援の自立を支援するため、ホームヘルプサービスや資格を取得するための訓
練費用の給付、母子生活支援施設の運営などを行う。

手当・医療費助成

児童手当延受給児童数

〇　児童手当の支給により、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全育成を
支援する。
〇　中学３年生までの子どもの医療費の助成により、子どもの保健の向上と健全な育成を図
る。

ひとり親家庭支援

母子家庭自立支援教育訓練給付金給付件数（件）

子育てサービス



様式３

地域子ども家庭支援センター （２１年度）

3002

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

5,430
人

5,585
人

5,730
人

5,900
人

6,000
人

ー ー ー 96% 98%

62人 12人 12人 31人 15人

ー ー 2% 12% 26%

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 ー ー ー 900 1,900

概要

事業２

実績 6% 4% 6% 8%

概要

保護者の多様なニーズに応じたサービス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。

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。

地域で支えられる子どもと家庭

区内４か所の児童館に併設した地域子ども家庭支援センターについて、関係機関や地域の
育成活動との連携のもと、地域における子育て支援を推進する。

現状と
課題

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る家庭が増えている中、
地域の身近な相談・支援の仕組みづくりが求められている。

０～１８歳までの子どもたちには、年代に応じた居場所の充実や地域の活動団体・関係機
関が相互に連携した事業展開が求められている。

就労と子育ての両立を図るため、学童クラブの利用希望者の増加とともに延長保育など多
様なサービスを求める保護者ニーズが高くなっている。

成果指標
と目標値

成果指標

子育てひろばに遊びに来た乳幼児親子数（１
児童館あたり年／延）

学童クラブの延長保育実施率（民設クラブを
含む）

施策目標

地域の中で子育て支援の拠点となる地域子ども家庭支援センターが運営され、さまざまな
子育てサービス、相談が受けられる環境が整えられている。

キッズプラザを利用する児童の登録率

学童クラブの待機児童数（４月１日現在、民
設クラブ利用者を除く）

＜主な取組み＞

地域子ども家庭支援センター運営

講座参加者数

Ｕ１８プラザ事業

来館者数に占める中高生の割合

区内９か所のＵ１８事業を実施する児童館について、子育て家庭への支援を強化するほ
か、特に中高生に対する活動や体験の場の提供とともに地域の育成活動を支援する取り組
みを行なう。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 ー ー ー ー 9,000人

概要

事業４

実績 ー ー 104人 1,000人

概要

延在籍児童数

延利用児童数

小学校施設を活用して放課後の子どもたちが安全・安心に過ごせる居場所を整備し、大人
に見守られながらのびのびと遊びや交流活動を楽しみ、豊かな体験ができる場を提供す
る。

20

1,719,983 1,730,713

キッズ・プラザ事業

民間学童クラブ運営補助

（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

区の計画との関係

民間活力を活用して民設学童クラブを整備し、待機児童の解消とともに延長保育等サービ
スの充実を図る。同時に、同じ校区内の区立学童クラブの定員について適正規模に見直し
を図り、良好な保育環境を整える。

施策のコスト（決算）（千円）

17 18 19

区民一人あたりコスト（円） 5,585 5,605



様式３

地域子ども施設連携 （２１年度）

3003

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

１校 3校

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績

概要

事業２

実績

概要

地域子ども家庭支援センター、Ｕ１８プラザ、保育園等の地域の子ども施設や地域の育成
団体による子育てひろば事業が展開され、乳幼児親子が交流し、仲間作りをすすめ、子育
ての楽しさや自信を深めている。

整えられる子育て・子育ち環境

「子どもと家庭を支える地域づくり方針」に基づき、Ｕ１８プラザやキッズ・プラザ事業
の展開について、さらに区民の理解を深め、計画を推進する。

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。

児童館は在宅乳幼児親子への居場所の提供や子育てなかま作り支援事業などを行っている
が、キッズ・プラザ導入や施設の統廃合により児童館が担っている子育て支援機能が損な
われないように、地域における子育てひろば事業の充実を図る必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

キッズ・プラザ事業を実施している
小学生数

施策目標

キッズ・プラザ事業が小学校に導入され、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。

＜主な取組み＞

地域子ども施設配置計画調整

子育てひろば事業実施計画調整

子育てひろば事業について、既存施設における実施状況や今後新たに開始する事業計画を
把握し、調整を行う。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

20

区の計画との関係

施策のコスト（決算）（千円）

17 18 19

区民一人あたりコスト（円）



様式３

育成活動支援 （２１年度）

3004

17 18 19 20 ２1目標 （達成度）

11,342 12,305 13,441 － 14,000

1,550 2,029 4,259 － 4,500

221 441 389 － 450

17 18 19 20 ２1目標

事業１

実績 17,585 17,938 24,176 ー 25,000

概要

事業２

実績 221 441 389 ー 400

概要

見守られる子どもたちの成長

成果指標
と目標値

成果指標

施策目標

乳幼児親子支援活動助成団体が行う
事業の乳幼児親子参加者数

区民が、子どもの権利条約の主旨を理解し、さまざまな機会に子ども自身による意見の表
明が行われている。

交流や学習の場が展開されるなど、地域で子育て中の親や家庭を支える環境が整ってい
る。

次世代育成委員や育成団体等が地域の中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場が提供されている。

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】

＜主な取組み＞

地域青少年育成活動支援

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

地域での新たな人材発掘がなかなか進まず、健全育成団体等の活動の担い手が増えない。

親の子育ての悩みを軽減するためには、学習や交流の機会の提供が必要であるが、子ども
の成長とともに段階を踏みながら学習し、受講者同士のグループ化が図れる講座が少な
い。

健全育成を目的とした事業に参加した青少年の数

青少年問題協議会は平成２０年度で終了。新たに次世代育成推進審議会を設け、区長の附
属機関として、青少年の育成に関する総合的施策の樹立に必要な審議を行う。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しては区民公益活動助成を行ってい
る。

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）

子どもたちが意見を表明する機会が少なく、また、こうした子どもの権利に関する理解が
広く区民になされていない。

子どもの権利についての区民理解を深めるため、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。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 48,0% 49,5% 50,9% ー  51,0%

概要

事業４

実績

概要

大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますために実施。新成人
が実行委員となり、「成人のつどい」を企画・運営する。

成人のつどい参加率

20

68,520 69,022 83,475

成人のつどい

施策のコスト（決算）（千円）

17 18

224 269

〔１〕１０か年計画
　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"

19

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 222
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