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20 21 22 23 23目標 31目標

ー
小74.8%
中67.5%

－ －
小80.0%
中73.0%

小90.0%
中80.0%

96.0% 98.0% 99.5% 100.0%

３０９人 ２６８人  　 ３００人 ３５０人

次世代育成 健全育成の視点から、次世代育成委員の役割の充実を図る
ことで、育成団体等が地域の中で多様な育成活動を活発に
展開することにつながり、成果指標の向上につながる。次世代育成委員は、これまでの活動で養ってきた経験を

活かし、さらに地域に根ざした活動を行う。また、子ど
もたちが広く区民に対して意見を表明する機会を確保し
ていく。

学校・地域連携 次世代育成委員が地域人材や活動団体等をコーディネート
することにより、子どもたちの学力、体力、環境整備が図
られることで、保護者の評価など指標の向上につながる。
また、キッズ・プラザを拡充することで、子どもたちは安
全安心な居場所で充実した放課後過ごすことができる。

子どもたちの健全育成充実に向けた地域に開かれた特色
ある学校づくりを推進していくため、学校支援ボラン
ティアの具体的な制度化を図るとともに、キッズ・プラ
ザをあらたに３か所開設する。

体験学習 校外施設の環境や条件整備と、宿泊を伴う体験学習の充実
を図ることで、子どもの豊かな情操とたくましい心身を育
てることにつながり、その成果として指標に反映させる。軽井沢少年自然の家の冬季利用に向けた施設整備を図る

とともに管理運営方式について見直しを図り、合わせて
今後の新たな体験学習選択制の実施に向けた準備を進め
る。

現状と課題

学校では、教育活動等を支援するための保護者や地域団体等による様々な形での活動や関与の実態があるが、人材
に関する情報の収集と提供を行う仕組みが確立されていない。学校が必要とするニーズに応じた地域人材の活用を
図り、地域社会との連携を深めるとともに地域に根ざした特色ある学校づくりを目指していく必要がある。合わせ
て、健全育成の視点から、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ようキッズ・プラザ
を充実するなど、学校・地域・家庭の連携を強化し、活動の担い手を増やし居場所づくりを推進することが求めら
れている
新学習指導要領の完全実施に向け、体験学習全体の見直しが必要になっている。また、常葉や軽井沢少年自然の家
は老朽化が顕著であり財産管理についての対応が急務になっている。そのため平成22年度にまとめた「新たな体験
学習の考え方」に基づき、体験学習選択制の実施に向けた準備や冬季利用を目的とした軽井沢少年自然の家施設改
修など具体的に進めていく必要がある。

23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

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

「学校は、保護者や地域の方の意見や要望を受け止
め、学校改善に生かそうとしている」と感じている保
護者の割合

キッズ・プラザを利用する児童の登録率

子どもの権利の啓発を推進する事業への延参加者数

学校・地域連携分野（23年度）

学校、地域との連携、及び体験を通した子どもの健全育成

分野目標

学校と地域との連携が進み、子どもたちは地域の様々な資源や力に支えられ安心、安全な環境の中で育っている。
また、次世代育成委員をはじめとした子どもの健全育成を目的としたネットワークが広がり、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が図られている。

子どもたちには、移動教室等による自然との直接体験や集団による宿泊生活体験、職業体験など様々な体験活動の
機会や場が用意され、発達段階に応じた体験を行うことで、子どもたちは心身ともに健やかに成長している。ま
た、各学校においては、教育方針や学習計画に基づく独自の体験学習を実施している。

分野の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

ー
小74.8%
中67.5%

－ －
小80.0%
中73.0%

－

96% 98% 99.5%

31人 25人 15人

21年度 22年度 23年度

事業１ 学校支援ボランティアの推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ キッズ・プラザ運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 学童クラブ運営委託 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

○10か年計画（第２次）
　領域Ⅱ－１ア　子どもの育ちを支える地域づくり
　 （おもな取り組み）　③家庭・地域・学校が連携した子ども育成の推進
　領域Ⅱ－２エ　地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり
　（おもな取り組み）①地域に開かれ地域とともに子ども　を育む学校づくり③地域・学校が連携した子ども
育成の推進
○次世代育成支援行動計画
　体系２－７子どもの育ちを地域全体で見守り、育みます

【概要】

区立学童クラブの運営を民間に委託することにより、延長保育等、保護
者のニーズに応じたサービスの提供を図る。
平成２３年度、桃園、向台、西中野、若宮学童クラブの運営委託を開始
する。 実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

地域に開かれた特色ある学校づくりを推進していくため、地域人材等の
活用による学校支援ボランティア制度を創設し、その具体的な運用を図
る。

実績：

【概要】

小学校施設を活用して放課後、安全、安心に過ごせる居場所を整備し、
子どもたちが地域の大人に見守られながら、のびのびと遊び、交流し、
豊かな体験ができる場を提供する。
平成２３年度、桃花、武蔵台、緑野小学校にあらたに３か所開設する。 実績：

主な取組み

子どもたちには、年代に応じた居場所の充実や地域の育成団体、関係機関が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／実績(20～23)・目標(23)

学校は、保護者や地域の方の意見や要望を受け止め、学校
改善に生かそうとしていると感じている保護者の割合

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、民設学童ク
ラブ含む）

現状と課題

各学校では、保護者や地域の人々に学校の教育活動に様々な形で関与してもらっているが、家庭や地域社会の
人々との連携を一層充実し、地域に根ざした、特色ある学校づくりを目指して、学校の実態に応じた地域人材
の活用を図っていく必要がある。

学校・地域連携 地域と連携し安心できる教育・育成環境

施策目標

学校と地域との連携が進み、子どもたちは地域の様々な資源や力に支えられ育っている。

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。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

69.3% 70.1% － － 72.0% －

63.6% 61.6% 67.0%

89.2% 89.3% 90.0%

94.4% 94.4% 95.0%

21年度 22年度 23年度

事業１ 夏季学園（小学校臨海学園） 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 夏季学園（中学校林間学園） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 職場体験 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

（１）10カ年計画　　領域Ⅱ－２「多様な教育を受けられ、生きる力を育む学校づくるり」「地域に開かれ地
域とともに子どもを育む学校づくり」

【概要】

　将来の社会人としての社会性、勤労観、職場観を育成するため、全中
学校生徒が事業所で職場体験学習を行う。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　子どもの創意工夫や環境・自然への関心を育成するとともに、集団宿
泊生活を通じて相互の人間的なふれあいを深める。

実績：

【概要】

　子どもの創意工夫や環境・自然への関心を育成するとともに、集団宿
泊生活を通じて相互の人間的なふれあいを深める。

実績：

主な取組み

　夏季学園は自由参加で、小学校は岩井臨海学園、中学校は軽井沢林間学園で行っている。小中学校共に安定
的な参加率となっている。今後も多くの児童生徒が参加できる体制づくりが必要である。

　少年自然の家の管理の適正化を図るため、平成２２年度から軽井沢少年自然の家について指定管理者制度を
導入した。臨海学園の水泳指導業務については、平成２２年度から業務委託を導入したが、更なる管理の適正
化、効率化を図る必要がある。

　区内では小規模事業所が多く職場体験の受入事業所が少ないことから、公共機関での受入拡大を図る必要が
ある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

小学校は、「一人一人の児童のよさや可能性を伸ばす教育
活動を行っている」と感じている保護者の割合

中学校は、「一人一人の生徒のよさや可能性を伸ばす教育
活動を行っている」と感じている保護者の割合

夏季学園（小学校臨海）参加率

夏季学園（中学校林間）参加率

現状と課題

体験学習 多様な可能性をひらく豊かな体験の場

施策目標

様々な体験活動の場が用意されており、各学校の学習計画に基づく独自の体験学習が行われている。

学校間の連携や協力体制によって、充実した体験活動が展開されている。

施策の成果指標



2503 地域で支える子どもと家庭

施策目標

 

施策の成果指標

20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

3,511人 3,500人 4,200人

309人 268人 300人

現状と課題

事業２ 健全育成 事業費

人件費

事業１ 育成活動支援 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 健全育成 事業費

人件費

0 0 0

実績(件） － － －

総額 0 0 0

実績(件）

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

区の計画との関係

○10か年計画（第２次）
　領域Ⅲ－１　子育て支援活動など、地域活動が広がるまち
○次世代育成支援行動計画
　体系２－７　子どもの育ちを地域全体で見守ります

【概要】

 　次世代を担う子どもの育成の推進を図るために、地域や学校・子ども
施設などと連携した子育てネットワークづくりを充実する。
 　また、次世代育成委員活動の更なる活発化を図る。

実績：

【概要】

成人のつどいや、アンダーエイティーン、ハイティーン会議等により多
くの参加者が得られるようにし、若者の体験や意見表明の機会を提供す
る。

実績：

次世代育成

子どもたちが意見を表明する機会を確保し、子どもの権利に関する理解が広く区民になされるようにする。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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

次世代育成委員、次世代育成推進審議会委員の初めての改選にあたり、委員活動の更なる活発化と定着化を図っ
ていく。

次世代育成委員や育成活動団体等が、地域の中で多様な育成活動を活発に展開し、子どもと子育て家庭が安心し
て生活できる環境を提供している。

区民が、子どもの権利条約の趣旨を理解し、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。

子どもの権利の啓発を推進する事業への延参加者数


