
31 子ども健康分野（21年度） 様式２

17 18 19 20 21目標 26目標

91.8% 86.7% 85.9% 87.2% 92% 100%

69.1% 69.0% 76.7% 77% 80%

- - 137件 150件 200件

成果指標
と目標値

成果指標

健康な心と体が育まれる子どもたち

分野目標

2.発達の遅れや障害があっても、気軽に相談できる場があり、子どもとその家族が適時・適切な
支援を受け、健やかな子育ち・子育てが行われていることを目指す。

1.適切な母子保健医療、小児救急医療が受けられるとともに、健康な出産・育児に関わる支援に
より、健やかな子育てが行われていることを目指す。

発達の遅れや障害があっても、安心し
て保育所や教育施設などに通わせてい
る保護者の割合

子どもかかりつけ医を持つ家庭の割合
（１歳６か月児家庭）

発達支援に関する関係機関調整ケース
会議、個別支援計画会議などでのケー
ス検討延べ件数

3.子どもの特殊な疾病等により、多額あるいは長期にわたる医療費の支出が重圧となっ
ている家庭がある。現状と課題

2.健康な子どもを出産できるよう、妊娠期の健康管理等における支援が必要とされている。

5.大人の生活様式の影響を受けたり、個々の家庭における養育力の低下などにより、子
どもを取り巻く食生活の現状は、朝食の欠食や孤食など厳しいものとなっている。

1.地域に小児科を開設する病院や小児科医師が減っており、特に夜間帯等の受診に対応する医療
施設が減少している状況がある。

4.発達障害児に対する支援や対応の需要が顕著に増えている状況がある。

ス検討延べ件数

連携の内容 連携により期待される効果

地域家庭子どもセンター（４所）での発達支援相談
にあたっての技術的な支援の実施

平成20年度中に食育運動の基本ツールが整い、地
域発信に向けての基盤整備が概ね整った。学校、児
童館、保育園等子ども施設における取組みの拡大を
図り、中野区食育アクションプログラムに基づく食
育について意識づけを強化する。

連携による成果

連携による実績
庁内食育キャンペー
ンチームによる調
整、食育・健康づく
りフェスタ等は健康
推進分野と連携す
る。

各関係機関がもつ発達障害児それぞれの障
害の状況他の情報が一元的に統合管理さ
れ、発達障害児は、各関係機関から適切か
つ一貫したサービスの提供を受けることが
できる。

重点取り組み

21年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

取り組み

食育の推進 朝食の欠食や孤食・個食の問題など子ども
を取り巻く食生活の現状が厳しいなか、家
庭の努力を支え、地域で食育に取り組む事
業・運動を実施・推進することにより、子
どもの健康な育ちをめざす。

学齢期を通じた一貫した発達支援の仕組み構築

身近で気軽に発達相談ができる場の確保

成果指標に対する効果

利用者は、身近で気軽に相談ができ、か
つ、適切なアドバイスを受けることができ
る。

顕著な増加傾向にある発達支援ニーズの直接的な対
応は、民間事業者に委託し、区はより長期的な視点
に立った支援の仕組みの構築を図る。

子どもたちの食育への意識付けが
行われ、食を真剣に考えるきっか
けとする。健康と食を総合的に考
え実施することにより、区民への
啓発効果を高める。
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305,300

991
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1,041968区民一人あたりコスト(円)

分野のコスト（決算）（千円）



様式３

子ども医療 （２１年度）

3101

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

91.8% 86.7% 85.9% 87.2% 92.0%

79.9%
64.4%

-
90.0%
84.0%

89.0%
85.0%

90.0%
85.0%

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 396 370 488 508

概要

事業２

実績 1,379 1,142 1,811 1,850

概要

診療者数

年間を通して、平日の準夜間（午後7時から10時）における小児初期救急の診療を、中野区
医師会の協力を得て、中野総合病院に委託して実施している。

小学４年生
中学１年生

＜主な取組み＞

母子保健医療費等助成

成果指標
と目標値

成果指標

子どもかかりつけ医保持率の向上
（１歳６か月児家庭）

児童生徒が毎朝朝食
を食べる割合

給付件数（延）

自立支援医療（育成医療）、養育医療、妊娠高血圧症候群等医療費助成を行い、東京都に
よる小児慢性疾患医療費助成等の申請窓口となる。

小児初期救急医療体制

現状と
課題

地域に小児科を開設する病院や小児科医師が減っており、特に夜間帯等の受診に対応する
医療施設が減少している状況がある。

妊娠期の健康管理、子どもの特殊な疾病等により、多額あるいは長期にわたる医療費の支
出が重圧となっている家庭がある。

朝食の欠食を初めとする不規則な食生活、栄養バランスの崩れ、孤食の問題等々、子ども
の食生活をとりまく環境は、多くの問題を抱えている。このため、子どもたちが健やかな
体と心を持って育っていける取り組みが緊急な課題となっている（国が食育基本法を制
定）

安心して受けられる子どもの医療・保健（子ども医療）

施策目標

適切な母子保健医療、小児救急医療が受けられるとともに、健康な出産・育児に関わる支
援により、健やかな子育てが行われている。

子どもたちの健やかな心と体を育む食育についての区民意識が高まり、区民運動としての
食育が区内に広がっていることを目指す。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 7,911 9,037 9,591 29,950

概要

事業４

実績 2,000

概要

（１）１０か年計画
　　領域Ⅱー１　健やかに子どもを育む家庭づくり
　　主な取り組み　子どもの健康増進の支援
（２）次世代育成支援行動計画
　　体系１　健やかに育つ子どもたち

中野区食育推進アクションプログラム（平成19年度策定）

230 219 247

70,912 67,760 76,658

出産・育児保健の推進

20年度に整備したマスコットキャラクターグッズやホームページを活用して、食育につい
ての意識づけや区民運動の定着を図る。食育推進協議会の活動の拡大、区民参加を主体と
した食育・健康づくりフェスタ等の運動を展開する。

施策のコスト（決算）（千円）

17

区の計画との関係

委託健診受診者数

４つの地域（保健福祉センター）に分かれて行われる母子保健事業と「出産・育児支援」
施策を統括調整するとともに、全区的に取りまとめて行う妊婦・乳幼児健診の外部委託を
行う。平成20年度から妊婦健診受診票１人あたり14回と超音波検査が対象となっている。

食育の推進

食育推進事業への参加者

18 19 20

区民一人あたりコスト（円）



様式３

発達支援 （２1年度）

3102

17 18 19 20 ２1目標 （達成度）

65.4% 59.0% 71.30% - 72.0%

69.1% 69.0% 76.7% - 77.0%

97.3% 95.0% 98.0% - 98.0%

- - 137件 - 150件

17 18 19 20 ２1目標

事業１

実績 126 127 140 - 150

概要

事業２

実績 477 484 539 - 550

概要

＜主な取組み＞

療育相談

療育相談児数

発達に遅れや心配のある子どもについてのあらゆる相談を受け、助言・支援を行う。

保育園等巡回訪問事業

対象児童

発達の遅れやその疑いのある子どもの保育園・幼稚園・学童クラブ等における保育上の問
題点等について観察・話し合いを通じ、保育者などとともにその課題を確認し、必要な助
言などの支援を行う。

保育所や教育施設などの集団生活においても発達の遅れや障害に対する個別配慮がなされ
成長の機会が提供されている。

成果指標
と目標値

成果指標

児童の発達の遅れや障害について、適
切な相談が受けられたと考える保護者
の増加

施策目標

（仮称）地域子ども家庭支援センター、保健福祉センター、保育園、幼稚園、学校、療育
センターアポロ園間での連携支援において、個別支援計画をたて一貫した相談体制が提供
されている。

発達の遅れや障害についての問題解決など適切な専門相談を適時受けられ、また保護者の
不安軽減の相談の機会が身近に得られている。

大切にされる子どもたちの豊かな発達

現状と
課題

保育園、幼稚園などで発達が気になる子どもや障害児の個別課題に合わせた保育、教育の
充実のために、専門機関と連携しながらの保護者相談対応の充実が必要とされている。

保育園等での早期発見、支援の普及ととに巡回訪問における相談対象児が急増しており、
療育センターアポロ園個別指導は非常勤の増員で対応しているが、巡回訪問支援の強化が
必要である。

発達に課題がある子どもと保護者に対して実施している乳幼児期の連携支援が小学校就学
後に引き継がれるために学齢期の相談・支援充実をはかり一貫した支援体制を構築する必
要がある。

発達の遅れや障害があっても、安心し
て保育所や教育施設などに通わせてい
る保護者の増加

子どもの発達の遅れや障害についての
相談・問題解決に満足している相談者
の割合（療育相談）

発達支援に関する関係機関調整ケース
会議、個別支援計画会議などでのケー
ス検討延べ件数

17 18 19 20 ２1目標

事業３

実績 - - 137 - 150

概要

事業４

実績 193 216 230 - 250

概要

（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族への支援の強化
主な取り組み　発達の遅れや障害のある子どもへの支援の充実
（２）　次世代育成支援行動計画
体系１　健やかに育つ子どもたち
３　発達の遅れや障害のある子どもの成長を支援します

793

234,388 230,974 245,933

17

区民一人あたりコスト（円） 761 748

発達支援ネットワーク構築

-

-

区の計画との関係

発達支援のケース検討延べ件数

平成18年度から、子ども家庭部を中心とした乳幼児期の発達支援ルールに沿って保育園・
幼稚園などと連携し、発達障害児の早期発見・早期支援の取り組みを始めた。今後、さら
に就学後の学齢児の支援を検討し学校教育分野、子育て支援分野、障害福祉分野での連携
支援体制をチャイルドステージに応じて拡大する。

保育園等在籍児及び保護者支援

対象児童

保育園・幼稚園の在籍児とその保護者に対し、家庭、在籍園での生活、又は地域での生活
を支援するため、個別指導や小グループ指導、保護者の集団指導を行う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20


	3100子ども健康分野
	3102発達支援
	3103子ども医療

