
31 地域子ども家庭支援 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

22.7% 22.7% 23.0% 25.0% 35.0%

ー ー ー 14,000人 19,000人

68.0% 72.0% 74.0% 82.0% 90.0%

94.0% 97.0% 98.0% 98.0% 98.0%

現状と課題

1.区内4か所の地域子ども家庭支援センター（1か所は平成22年度開設の（仮称）すこやか福祉
センターに移行）が、子ども家庭支援センターなど区役所内の相談機関と連携・協力関係を強
化し、必要に応じて区民への支援をしていく必要がある。

2.児童館は乳幼児親子から中高生まで幅広い年代を対象とする施設であるが、小学生が利用の中
心となっている。このため、乳幼児親子や中高生の居場所・活動場所が十分確保されていると
は言い難い。また、就労状況の多様化に対し、区立学童クラブでは通年午後6時までの受け入れ
体制が確保できていない。

3.地域子ども家庭支援センターと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
を拠点として、地域の子育て・子育ちを支援するネットワークづくりのための活動が活発に行
えるよう、地域協議の場の充実を図っていく必要がある。

4.核家族化や地域のつながりの希薄化の進行によって、子育ての伝承がしにくくなっているた
め、出産や育児に対する基礎的な知識の不足や養育力の低下がみられる。

5.少子化、地域のつながりの希薄化の中で、母親たちが地域で子育てをする仲間を得る機会が少
なくなっている。

6.子育て家庭の孤立化や養育力の低下などで支援を必要とする状況にありながら、潜在的なニー
ズが表面化していなかったり、相談できず支援に結びついていない家庭がある。

成果指標
と目標値

成果指標

児童館来館者のうち乳幼児親子利用者の
割合（子育てひろば利用者数）

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】

安心して出産に臨めたと考える母親の
割合

乳幼児健診の満足度（％）

地域で支えられる子どもと家庭【地域子ども家庭支援】

分野目標

1.身近な地域に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めざす。

2.子どもたちにとって様々な活動や体験の場が整備され、家庭・地域・学校が連携し、安心・安
全な環境の中で子どもたちは心身ともに健やかに育っている。

3.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、充実をめざす。

4.保護者が妊娠中から出産、新生児・乳幼児の育て方・健康管理等について、情報の提
供や支援を受け、健康な心と体で出産、育児が行えることを目指す。

連携の内容

18

組織変更により算出不可

組織変更により算出不可

分野のコスト（決算）（千円）

19 20

区民一人あたりコスト(円) 組織変更により算出不可 8,191

組織変更により算出不可 2,554,705

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績
すこやか福祉センター
関連で保健福祉部、子
ども関連で教育委員会
など、広く連携し、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。

連携による成果
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母親学級の充実 　出産育児に関する不安や負担を感じてい
る妊婦に対し、知識だけでなく区の子育て
支援サービスの情報を提供することで働き
ながらの子育てをイメージすることがで
き、安心して出産に臨めたと考える母親の
割合が高くなる

　平日の事業に参加しにくい勤労妊婦を対象に土曜
など休日に、出産育児に関する知識や、子育てサー
ビスの情報提供、実技体験を取り入れた学級を開催
する。

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

子どもと家庭への支援機能の充実 支援機能を一元化することにより、妊娠期
から、子どもの成長にあわせたサービスの
提供など、家庭の養育力や子育てを支える
環境の向上につながる。

こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施 出産後、育児への戸惑いや不安が大きい時
期に全ての家庭を訪問し早期に必要な支援
を開始することができる。また、特に強い
育児困難を抱える家庭を早期に把握し、重
点的に支援することで虐待リスクを低減す
ることができる。

平成20年度10月から、新産婦新生児訪問事業を拡
充し、全戸訪問事業を開始しているが平成22年度
は4か月までの子どものいる家庭すべてに助産師、
保健師等が訪問し、支援が必要な家庭の早期把握、
早期対応に取り組む

すこやか福祉センターの開設と保健福祉センター内
に地域子ども家庭支援センターを移転させること
で、地域での子どもと家庭に対する支援機能を充実
する。

地域子ども施設の充実 大人も子どもも地域のさまざまな資源を利
用することで安心・安全に子育て・子育ち
が可能になるとともに、区民相互の子育て
コミュニティ環境の醸成につながる。

地域子ども家庭支援センターやＵ１８プラザ、キッ
ズ・プラザの展開、学童クラブの民間委託による延
長保育サービスの拡充など、子育て・子育ち環境を
充実する。



様式３

地域子ども施設 （２２年度）

3101

18 19 20 21 22目標 （達成度）

一 一 ー 90.0%

ー ー ー 80.0%

ー ー ー 80.0%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 1 3 4

概要

事業２

実績 1 4 7

概要

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。

キッズ・プラザの導入（実施個所数）

子どもたちにとって、安全で安心な遊び場「キッズ・プラザ」を開設する。

学童クラブ運営委託計画調整

区立学童クラブの委託化（クラブ数）

学童クラブのサービスの向上のため、運営委託を推進する。

＜主な取組み＞

地域子ども施設配置計画調整

成果指標
と目標値

成果指標

キッズ・プラザが楽しいと感じてい
る子どもの割合

委託している学童クラブのサービスに
満足している保護者の割合

身近に交流できる場があると感じてい
る乳幼児の保護者の割合

現状と
課題

整えられる子育て・子育ち環境

施策目標

キッズ・プラザ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。

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。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 28870 36000

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）10か年計画（第2次）
　　      領域Ⅱ-1　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　            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、地域の育成活動の充実と支援、
　　　　　　　　　　　　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
（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） 34 236 326

10,414 73,150 101,560
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

子育てひろば事業の利用者（人）

地域子ども家庭支援センター（子育てひろば事業B型）、保育園等（子育てひろば事業C
型）において、乳幼児親子の交流促進や、子育て相談を実施することで、子育て支援の充
実を図る。
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子育てひろば事業実施計画調整



様式３

育成活動支援 （２２年度）

3102

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

ー ー ー － 14,000

2,029 4,259 3,511 － 4,000

441 389 587 － 600

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 17,938 24,176 29,775 ー 29,800

概要

事業２

実績 441 389 587 ー 600

概要

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、講座や学習の場を提供しているが、受講希望者すべて
を受け入れるには至っていない。子育てサポーターの養成講座を実施し、自主グループの
発足支援を行っているが、地域的な需要を満たすまでにには至っていない。

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。

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。

＜主な取組み＞

地域青少年育成活動支援

成果指標
と目標値

成果指標

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】

乳幼児親子支援活動助成団体が行う
事業の乳幼児親子参加者数

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

見守られる子どもたちの成長

施策目標

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。

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。

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。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 49,5% 50,9% 53,2% ー 54,0%

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）10か年計画（第2次）
　　      領域Ⅱ-1　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　            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、地域の育成活動の充実と支援、
　　　　　　　　　　　　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
（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） 224 269 292

69,022 83,475 91,312
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

成人のつどい参加率

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。
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成人のつどい



様式３

地域子ども家庭支援 （２２年度）

3103

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー ー ー 80.0%

ー ー ー 100.0%

0.0% 0.3% 14.3% 34.3%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー ー 2,258件 2,500件

概要

事業２

実績 3.3% 3.5% 3.6% 3.7%

概要

1　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。

2　０～１８歳までの子どもたちには、年代に応じた居場所の確保とともに地域の育成団体
や関係機関が相互に連携した事業展開が求められている。

3　就労と子育ての両立を図るため、さまざまな就労形態に対応した延長保育など多様な学
童クラブサービスを求める保護者ニーズが高くなっている。

相談件数（子育て相談・巡回育児相談・発達相談・心理相談等）

すこやか福祉センターと区内３か所の地域子ども家庭支援センターについて、さまざまな
相談や子育てサービス等を充実するとともに、地域の子育て・子育ちを支援するネット
ワーク「（仮称）地域連絡会）」活動を展開する。

Ｕ１８プラザ運営

来館者数に占める中高生の割合

Ｕ１８プラザ事業を実施する児童館について、乳幼児親子や中高生の活動支援とともに、
地域の子育て・子育ちを支援するネットワーク「地区懇談会」活動を展開する。

＜主な取組み＞

地域子ども家庭支援

成果指標
と目標値

成果指標

地域子ども家庭支援センターのサー
ビスに満足している利用者の割合

キッズプラザを利用する児童の満足度

延長保育を実施する学童クラブの割合（民設
学童クラブを含む）

現状と
課題

地域で支えられる子どもと家庭

施策目標

1　地域子ども家庭支援センターが地域の子育て支援の拠点として機能しており、あわせて
子どもと家庭を支える子育て・子育ち支援ネットワークが広がっている。

2　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。

3　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。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 ー ー 96.0% 97.0%

概要

事業４

実績 ー 1か所 5か所 9か所 12か所

概要

区の計画との関係

（１）10か年計画（第2次）
　　      領域Ⅱ-1　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　            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、地域の育成活動の充実と支援、
　　　　　　　　　　　　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
（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） 5,605 5,710 6,147

1,730,713 1,769,154 1,916,975

民間活力を活用して区立学童クラブの運営を民間事業者に委託するとともに、民設学童ク
ラブへの運営補助とあわせ、延長保育サービスを拡大することで学童クラブ全体のサービ
ス水準の向上を図る。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

キッズプラザを利用する児童の登録率

小学校施設を活用したキッズ・プラザについて、放課後の子どもたちが安心・安全に過ご
せる居場所を提供する。

学童クラブ運営委託・民間学童クラブ運営補助

民間事業者運営学童クラブ数
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キッズ・プラザ運営



様式３

出産・育児支援 （２２年度）

3104

18 19 20 21 22目標 （達成度）

68.0% 72.0% 74.0% 82.0%

94.0% 97.0% 98.0% 98.0%

861 1,111 1,694 1,936

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 8,294 8,662 9,170 10,100

概要

事業２

実績
5,148
90.2%

5,415
92.6%

5,407
92.4%

5,396
93.0%

概要

１．核家族化や地域のつながりの希薄化の進行によって、子育ての伝承がしにくくなって
いるため、出産や育児に対する基礎的な知識の不足や養育力の低下がみられる。

２．少子化、地域のつながりの希薄化の中で、母親たちが地域で子育てをする仲間を得る
機会が少なくなっている。

３．子育て家庭の孤立化や養育力の低下などで支援を必要とする状況にありながら、潜在
的なニーズが表面化していなかったり、相談できず支援に結びついていない家庭がある。

面接・訪問・電話相談件数（件） 

妊産婦や・乳幼児を中心とした家族の健康に関するあらゆる相談の窓口として、来所や電
話相談、家庭訪問を行う。特に、不安の大きい出産直後、生後４か月までの乳児のいる全
ての家庭に助産師、保健師等が訪問する。

乳幼児健康診査

乳幼児健診受診者数・受診率（集団健診実施分）人（％）

3か月児から3歳児を対象にそれぞれの月齢に応じた健康診査を実施し、疾病や障害の早期
発見早期対応に努め、同時に育児支援の場として、相談や情報提供を行うなど、育児不安
の軽減を図る。

＜主な取組み＞

個別相談・訪問

成果指標
と目標値

成果指標

安心して出産に臨めたと考える母親の
割合

乳幼児健診の満足度

こんにちは赤ちゃん訪問実施数（平成
20年度までは新産婦・新生児訪問数）

現状と
課題

不安のない出産・育児

施策目標

母親学級、こんにちは赤ちゃん訪問（新産婦・新生児訪問を含む）、乳幼児健診等の事業を通じて、
母親の育児不安が解消されるとともに、社会的に孤立させない体制が構築されている。

支援を要する子どもとその家庭の早期発見・対応が進み、子育てが楽しいと感じている保
護者の割合が増えている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 149 175 195 220

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅱ－１子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
　　　　　　主な取り組み　家庭の養育力の向上、子どもの健康増進の支援、発達の遅れや障害のある
　　　　　　　　　　　　　子どもへの支援の充実、健やかな成長を支援するしくみづくり

　　　（２）中野区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（取り組み１．２．３）
　　　体系２　多様な援助に支えられる子育て家庭（取り組み６）

区民一人あたりコスト（円） 1,186 1,345 1,752

366,067 416,594 546,418
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

親と子こころの相談室（個別・グループミーティング）

　新産婦、新生児訪問事業や乳幼児健診等で把握された精神的問題を持つ養育者や強い育
児困難を抱える家庭に対して、精神科医や臨床心理士による個別相談を行っている。ま
た、グループワークを通じて育児不安の軽減を図る場を設けている。
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育児支援


