
30 子育て支援 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

ー 65.3 62.8 ー 70.0 100.0

ー ー 32.0 ー 38.0 50.0

ー 86.4 82.7 85.9 90.0 100.0

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（％）

多様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。

子育て家庭が身近な地域で気軽に相談できる場があり、地域の中で健やかな子育ち・子育
てが行われていることを目指す。

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。

区役所で子どもや子育て家庭に関する総合的相談を実施しているが、もっと身近な地域で
家庭の子育てを支えていく拠点とネットワークづくりが必要である。

16年度

2,997,928

9,704

養育支援が必要な家庭の把握

22年4月開設に向けて、実施設計及び施設建
設工事の着工を行う。

母子生活支援施設の建替え

取り組み

母子家庭の自立支援を充実するとともに、
24時間対応型の地域の子育て支援拠点とし
てショートステイなどのサービスを充実す
ることにより、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。

3,302,369

-

-

10,695

成果指標に対する効果

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相談や
子育てサービスのコーディネートの実施

地域子ども家庭支援センター分
野

新産婦全戸訪問での要支援家庭の把握 出産育児分野

区民一人あたりコスト(円)

重点取り組み

20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

保育園などにおける子育てサービスの充実

20年度に開設する（仮称）地域子ども家庭支
援センターや新産婦全戸訪問で把握した、養
育支援が必要な保護者に相談やサービスの情
報を提供する。

子育て相談支援システムの構築 身近な地域で子どもや子育て家庭への総合
的な相談支援や一貫したケースワーク、子
育て活動の支援を実施することにより、地
域的な連携の中で子育てを支える環境をつ
くり、家庭の養育力の向上を図る。

21年度から（仮称）すこやか福祉センターで
子ども総合相談窓口機能を展開することに伴
い、相談員やケースワーカーの業務を支援す
るシステムを構築する。

10,144

17年度



様式３

子育てサービス （２０年度）

3001

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

－ 65.3% 62.8% 67.1% 70.0%

318人 359人 394人 400人

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 961 1,569 1,552

概要

事業２

実績 13 28 180

概要

頼りになるサービスで支えられる子育て

施策目標

子育て家庭は、必要なときに子どもを預けることができており、安心して日常生活を営ん
でいる。

子育て家庭に対する生活支援のためのサービスが整い、不安なく子どもを育てている。

成果指標
と目標値

成果指標

必要な時に子どもを預けることがで
きた保護者の割合

ファミリー・サポート・センターの
協力会員数

現状と
課題

一時保育については、利用要件の拡大や利用手続きの簡素化により、利用者が増える傾向
にあるが、十分な実施場所の確保が困難になってきている。

育児支援ヘルパーについては、利用者が増える傾向にあるため、新たな事業者を確保する
必要となっている。

＜主な取組み＞

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 ２０目標

事業３

実績 － 12 39

概要

事業４

実績

概要

育児支援ヘルパー

登録人員（人）

出産前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。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

144,589 169,578 179,239

区の計画との関係

・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、計画通り実施してい
　る。
・両計画で予定している母子生活支援施設の建替えについては、平成22年4月の運用開始を予定してい
　る。
・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（夜間一時保育）について、母子生活支援施設の建替えに併せ実施する。

区民一人あたりコスト（円） 468 551 581



様式３

児童手当

3003

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - - 77.3% 80.0%

- - - 85.0% 87.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 100,511 106,327 142,045 150,000

概要

事業２

実績 32,265 32,676 32,361 32,000

概要

負担が軽減されている子どもの育成

施策目標

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。

成果指標
と目標値

成果指標

第一子出産の同月内（15日特例含
む）申請率

児童手当現況届の期限内提出率

現状と
課題

　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。出生や転入届の
際には、届出窓口において申請勧奨のお知らせ配付や窓口案内等をしているが、里帰り出産や単身赴
任の父のみの転入のケースなどについて、周知方法を検討する必要がある。

　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。受給者拡大により母数が増加した分、現況届の未提出者数も増加している中で、い
かに期間内提出率を上げるかが課題である。

＜主な取組み＞

児童手当

延受給児童数

手当の支給により、生活の安定と児童の健全育成を支援（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）する。19年度に、乳児医療証の郵送申請書により児
童手当未申請者を抽出し、申請漏れなのか要件非該当による未申請なのか等、未申請の状
況を把握する。

児童育成手当

延受給児童数

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）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 16,412 16,477 16,731 16,200

概要

事業４

実績 193 187 181 180

概要

児童扶養手当

延受給者数

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

受給児童数

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）

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

1,686,827 1,737,284 1,925,144

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

区民一人あたりコスト（円） 5,460 5,641 6,235



様式３

子ども医療助成 （２０年度）

3004

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

ー 70.0% 46.0% 55.2% 45.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 245,924 251,324 251,951 ー 401,625

概要

事業２

実績 28,854 32,538 32,100 ー 24,337

概要

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。

成果指標
と目標値

成果指標
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

子どもの病気やけがになった場合、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。

＜主な取組み＞

子ども医療費助成

助成延べ件数

0歳から15歳の子どもにかかる医療費の自己負担分を助成する。（16年度は0歳から6
歳の乳幼児医療費助成件数のみ、17年度、18年度は小学生の入院にかかる子ども医療
費助成件数を含む。）

ひとり親家庭等医療費助成

助成延べ件数

18歳未満の子とその家族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。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

657,795 687,711 689,747 ー

ー

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　　多様な援助にささえられている子育て家庭

区民一人あたりコスト（円） 2,129 2,233 2,234



様式３

私立幼稚園等補助 （２０年度）

3005

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

長期 - - - 84.2 83.0

長期 - - - 68.3 70.0

16 17 18 19 ２０目標

事業１ 私立幼稚園等保護者補助

実績 36,284 34,977 34,122 - 34,908

事業概要

事業２ 私立幼稚園等就園奨励費補助

実績 1,446 1,417 1,374 - 1,240

事業概要
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（５９，２００円～２６０,０００円）

＜主な取組み＞

延べ交付人員

私立幼稚園等に通園する幼児の保育料の一部補助(月額１１,０００円）

交付人員

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）については公私格差是正措置を講じて
いるが、保護者にとって依然として大きな経済的負担となっている。

預かり保育時間の延長と利用料の引き下げを求める保護者のニーズが高まっているが、従事
する教諭の人件費がネックとなって保護者の期待に応え切れていない。

成果指標
と目標値

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

預かり保育を利用したこ
とのある保護者の割合

負担が軽減されている子どもの教育

施策目標

保護者は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。

私立幼稚園は、通常期の教育時間外や長期休業期間中も園児を預かる環境が整っている。

16 17 18 19 ２０目標

事業３ 私立幼稚園等入園料補助

実績 1,193 1,101 1,076 - 1,107

事業概要

事業４ 私立幼稚園預かり保育推進補助

実績 ‐ ‐ 37,586 - 38,000

事業概要

ー

区の計画との関係

（１）　１０か年計画
       領域Ⅱ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
              主な取組み　　乳幼児のための多様な保育や教育機会の充実
（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
　　　　　　　　取組みの内容　５　　子育ての経済的負担の軽減を図ります

区民一人あたりコスト（円） 1,513 1,552 1,646

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２５０,０００円、春休みと冬休み５０,０００円、夏休み１５０,０００円）

施策のコスト（決算）　　（千
円）

16 17 18 19

467,304 477,700 508,239 ー

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）

通常期の延べ保育人数



様式３

子ども家庭支援センター （２０年度）

3006

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- 28 27 34 23

- - 32 - 38

- 53 62 63 75

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 2,690 5,412 6,423 - 7,500

概要

事業２

実績

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

成果指標

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。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

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） 134 167 239

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

41,413 51,388 73,715 ー



様式３

相談窓口改善 （２０年度）

3007

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- 86.4% 82.7% 85.9% 90.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 19,357 18,945 20,795 ー 22,000

概要

事業２

実績

概要

16 17 18 19 ２０目標

＜主な取組み＞

子育て相談支援システム構築

子ども総合相談窓口（延）利用者数

　平成２１年度の（仮称）すこやか福祉センターの開設にあわせ、現在区役所３階にある
総合相談窓口機能を複数の場所で展開することになる。将来的には全部で５か所。総合相
談窓口では、子どもや子育て家庭に関する総合的な相談支援やケースワークを実施する。
　この窓口整備にあわせて、相談員やケースワーカーの業務を支援するシステムを構築す
る。

現状と
課題

平成21年度以降順次整備する（仮称）すこやか・福祉センターで、子育て家庭の相談・支
援に適切に対応するためには、本庁や各窓口間との情報連携が不可欠である。

子ども総合相談窓口で取り扱うサービスが多種多様にわたるため、担当が交代しながら区
民対応に当たっているが、迅速かつ円滑な事務処理のためには、職員の働き方も含めた事
務改善が必要である。

成果指標
と目標値

成果指標

子ども総合相談窓口の利用者が満足
したと感じた割合

地域で受け止める子育て相談と支援

施策目標

保護者は、身近な地域で子どもと家庭に関する相談ができ、孤立感を感じることがなく子
育てができている。

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。

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

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
　　　　　　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

区民一人あたりコスト（円） ー ー ー

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

ー ー ー ー




