
34 子ども家庭部経営 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

56% 68% 60% 75% 80%

- - - 15% -

- - 8% 10% -

成果指標
と目標値

成果指標

各施策で定めた成果指標が向上した割合

次世代育成支援行動計画(後期計画)に定めた指
標の達成割合(26年度目標値に対する)

昇任選考合格率(合格者/対象者)

みんなの力で子どもがすくすく育つまちを担う子ども家庭部門の経営

分野目標

1.PDCAサイクルに基づく効果的・効率的な組織体制の構築や経営資源の配分、積極的な各分野施
策への計画調整・支援など、部の経営機能を十分発揮し、各分野・施策の目標の達成を目指す。

2.職員2000人体制(少数精鋭）の実現に向けて、適宜、部人材育成計画の見直しを行い、必要とさ
れる職員能力の開発・向上や昇任選考支援など、さらに人材育成に努める。

施設の子どもに対する安全が確保されると共に、事業の円滑な運営が確保されている下で、子ど
もたちが快適な生活を送っているまちを目指す。

8% 10%

- 94.8% 97.3% 99% 99%

現状と課題

1 保育園や児童館等が数的に整っており、子どもや子育て家庭のための施策を展開する施設が多数ある
が、所属する職員の高齢化が進んでいる。

2 子ども家庭部の所管事業は、保育園、児童館・学童クラブ、アポロ園等、直接処遇の事業が大半を占め
ているため、機械化など効率的な執行になじまない面がある。

3 インターネットが発達するなど、子育てに関する情報を提供する基盤は整っているので、これらを有効
に活用し、効果的に情報を提供していく必要がある。

4 子ども家庭部所管施設(保育園、幼稚園、児童館、学童クラブ)の多くが築後30年経過しており、各部位・
設備とも老朽化が進んでいる。10か年計画改定において施設再編や新たな展開を計画しており、施設改修
等の計画の着実な実行が課題となっている。

5　(仮称)すこやか福祉センターの開設に伴う円滑な移行、及び(仮称)すこやか福祉センターと、地域子ど
も家庭支援センター・保健福祉センター等とが併存する期間においても、地域間格差のない均一なサービ
スの提供が課題である。

昇任選考合格率(合格者/対象者)

修繕依頼の完了状況

連携の内容

10か年計画等において施設再編や新たな展開を
計画しているが、安全で快適な環境の整備は子
育て支援にとって重要であり、施設設備の機能
維持のためにも計画的な改修は必要不可欠であ
る。

(仮称)すこやか福祉センターの開設をはじめとする10か
年計画等に基づく計画的な施設整備・修繕

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

(仮称)すこやか福祉セン
ターの開設・運営のため
の調整(部内各分野、保健
福祉部経営)

(仮称)すこやか福祉センターへの円滑な
移行と、同センターの効率的・効果的な
運営が期待できる。

連携による成果

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

子育て情報情報発信 子育て情報は部内の事業はもとより、他部の関
連事業も含めて情報を発信している。情報発信
は部が所管する事業を広く区民に周知し、事業
効果を上げるために必要な手段である。

子育て情報誌「おひるね」の改訂、関連ホームページ、
メールマガジンの充実

関連計画の進行管理 計画の調整・進行管理を行うことは、目標によ
る管理を実践するうえで必要不可欠である。

(仮称)すこやか福祉センターの開設をはじめとする、新し
い中野をつくる10か年計画(第2次)及び次世代育成支援行
動計画(後期計画)の調整・進行管理

計画的な施設整備・修繕

18

166,844

540

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

184,602 291,453

区民一人あたりコスト(円) 598 935



様式３

子ども家庭部経営 （２１年度）

3401

18 19 20 21 22目標 （達成度）

56% 68% 60% 75%

ー ー ー 15%

ー ー 8% 10%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 8,000 13,000 ー 14,000 14,000

概要

事業２

実績

概要

施策目標

PDCAサイクルに基づく効果的・効率的な組織体制の構築や経営資源の配分、積極的な各分野施策へ
の計画調整・支援など、部の経営機能を十分発揮し、各分野・施策の目標の達成を目指す。

職員2000人体制(少数精鋭）の実現に向けて、適宜、部人材育成計画の見直しを行い、必要
とされる職員能力の開発・向上や昇任選考支援など、さらに人材育成に努める。

事業を支える効率的な部門の経営

現状と
課題

1 保育園や児童館等が数的に整っており、子どもや子育て家庭のための施策を展開する施
設が多数あるが、所属する職員の高齢化が進んでいる。また、今後のリーダー(執行責任
者）の退職に伴い、新たなリーダーの養成が急務となっている。

2 子ども家庭部の所管事業は、保育園、児童館・学童クラブ、アポロ園等、直接処遇の事
業が大半を占めているため、機械化など効率的な執行になじまない面がある。

3 インターネットが発達するなど、子育てに関する情報を提供する基盤が整っている。

成果指標
と目標値

成果指標

各施策で定めた成果指標が向
上した割合
次世代育成支援行動計画(後期計画)に定めた
指標の達成割合(26年度目標値に対する)

昇任選考合格率（合格者／対象
者）

＜主な取組み＞

子育て情報発信

子育て情報誌「おひるね」発行部数

　おもに0歳～6歳の子どもを持つ親を対象として、子育てに関する情報不足を補い、子育
て不安や悩みを解消し、楽しい子育てができるよう、子ども施策全般が網羅されたハンド
ブックを作成している。

次世代育成支援行動計画（後期）執行管理・実績公表

　次世代育成支援対策推進法に基づき、平成22～26年度を計画期間として策定した後期計
画の執行管理、及び前期計画に基づき実施した事業実績の公表。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

私学事務

61,670 ー

　学校教育法及び私立学校法に基づく専修学校及び各種学校の設置、廃止及び設置者変更
等の許認可、校長及び学校の名称、位置又は学則変更の届出受理等の事務を行っている。
平成21年4月1日現在、中野区内に存する専修学校は21校、各種学校は4校（うち2校東京都
所管）。

180 198

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

83,256 55,688

ー

区の計画との関係

(1) 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） 270



様式３

子ども施設整備 （２１年度）

3402

18 19 20 21 22目標 （達成度）

短期 ー 94.8% 97.3% 99%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 1,037 993 700 700

概要

事業２

実績 ５園 ３園 2園 －

概要

子ども施設整備

成果指標
と目標値

成果指標

修繕依頼の完了状況

快適と安全が保たれている子どもの施設

現状と
課題

　子ども家庭部所管施設（保育園、幼稚園、児童館、学童クラブ）の多くが築後３０年経
過しており、各部位・設備とも老朽化が進んでいる実情にある。計画修繕による対応が必
要であるが、財政的理由から現状では老朽化した現状の機能を維持することに終始してお
り、安全の確保や施設設備の機能維持のため修繕依頼に対応した日々の維持補修へのウェ
イトは高い。改修計画による計画修繕への移行が急務である。
　10か年計画において施設再編や新たな展開を計画しており、施設改修等の計画の着実な
実行が課題となっている。

＜主な取組み＞

施策目標

施設の子どもに対する安全が確保されると共に、事業の円滑な運営が確保される下で、子
どもたちは快適な生活を送っている。

修繕件数

所管施設の施設・設備にかかる保守、改修、修繕の調整を行う。また、各施設からの修繕
依頼および定期メンテナンスについて、直営または業者発注により保全策を講じる。

保育園食器改善に伴う食器洗浄機設置

設置園数

保育園における食育の充実の一環として食器改善を行うため、食器洗浄機を設置する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

耐震改修工事

耐震補強が必要な子ども施設の耐震対応工事（保育園４園、幼稚園１園、児童館１館）

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 20

83,588 128,914 229,783 ー

区民一人あたりコスト（円） 271 418 737 ー

区の計画との関係

（１）次世代育成支援行動計画
　　体系３　安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち
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