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しずおか☆未来をひらく子どもプラン 総合評価一覧表 
（平成２２年度～平成２６年度） 
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総合評価（達成状況・総合評価）集計

①達成状況 ②総合評価

S A B C D S A B C
74 6 63 3 1 1 74 3 61 8 2

100% 8.11% 85.14% 4.05% 1.35% 1.35% 100% 4.05% 82.43% 10.81% 2.70%
20 2 16 1 1 0 20 0 18 2 0

100% 10.00% 80.00% 5.00% 5.00% 0.00% 100% 0% 90% 10% 0%
86 2 78 4 1 1 86 2 78 5 1

100% 2.33% 90.70% 4.65% 1.16% 1.16% 100% 2.33% 90.70% 5.81% 1.16%
45 2 39 2 1 1 45 2 39 3 1

100% 4.44% 86.67% 4.44% 2.22% 2.22% 100% 4.44% 86.67% 6.67% 2.22%
10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0

100% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 0% 100% 0% 0%

235 12 206 10 4 3 235 7 206 18 4

100.00% 5.11% 87.66% 4.26% 1.70% 1.28% 100.00% 2.98% 87.66% 7.66% 1.70%

達成状況＝「平成26年度末目標値」に対する、平成26年度末（見込み）の達成状況

※上記基準は、本市が実施する「事務事業総点検」における評価
基準を参考とした。

A（９０％～１０５％未満）

B（７０％～９０％未満）

C（７０％未満）

評価区分 内容

期待を上回る。

期待通り。

期待を下回る。

期待を顕著に下回る。

A

B

C

D

平成26年度末目標値達成基準

目標値に対し、１００％を超えている。

目標値に対し、８０％～１００％達成している。

目標値に対し、５０％～８０％未満達成している。

目標値に対し、２０％～５０％未満達成している。

目標値に対し、１０％未満達成している。

施策５ 施策５

合計 合計

目標に対する達成状況

S

総合評価＝「達成状況」「5年間の取組内容・実績」「取組の効果」
　　　　　　　等を総合的に判断し評価。

S（１０５％以上）

施策２ 施策２

施策３ 施策３

施策４ 施策４

事業数
評価

事業数
評価

施策１ 施策１
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1 拡 夫婦

不妊治療費助成事業 医療保険が適用されず、高額な治療費が
かかる特定不妊治療（体外受精、顕微受
精）に対し、その治療に要する経費の一部
を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

助成件数
延1,000件

概ね達成でき
る見込み。

Ａ Ａ

・妊娠を望む夫婦の経済的負担の軽減と少子
化対策に資する事業として、助成件数は増加し
てきており、目標は達成できる見込みである。
・また、平成26年度に制度が拡充（所得制限の
撤廃、助成額の上乗せ、一般不妊治療への対
象拡大）され、制度の周知・ＰＲに努めており、
更なる施策の効果が期待される。

・今後も事業を継続し、更に
市民周知に努める。

2 継

助産施設措置事業 経済的な理由から入院助産を受けることが
できない妊産婦を助産施設に入所させ、安
全な出産を図ります。

市内3か所で実施 概ね達成でき
る見込み。

Ａ Ａ

・平成22年度～25年度において助産施設の入
所者に対し、安全な出産のための支援をしてお
り、計画通り実施できた。この実績を踏まえ、26
年度についても同様に達成できるものと見込ん
でいる。

・助産施設に対し、今後も遅
滞なく措置費の支払を行う。

3 継

母子健康手帳の交付と
妊婦保健相談

各保健福祉センターにおいて母子健康手
帳を交付し、個別面談により母子の健康管
理や育児に対しての保健相談を実施しま
す。

妊娠週数11週以内の
妊娠届出率90.0%

概ね達成でき
る見込み。

Ｓ Ａ

・妊婦健診の充実により、妊娠週数11週以内の
妊娠届出率が毎年向上しており、妊娠初期の
届出件数の目標の達成が見込まれる。

・妊娠の届け出について、妊
娠週数の遅い届出を少しで
も減らすため、今後も早期届
出について周知を図る。

4 継

妊婦健康診査事業 安全・安心な分娩や出産、妊婦の経済的負
担の軽減を図るため、母子健康手帳交付
時に14回分の公費負担の受診票を交付
し、医療機関等への受診を勧奨します。

初回を除いた13回の
公費負担妊婦健診平
均受診率　80％（初回
を100％とする。）

概ね達成でき
る見込み。

Ａ Ａ

・初回を除いた13回の公費負担妊婦健診平均
受診率は、毎年向上しており、目標の達成が見
込まれる。

・県下一元化事業であるた
め、健診内容及び委託料単
価等について、県及び県医
師会との協議・連携を図る必
要がある。

5 継 妊産婦

妊産婦訪問事業 身体や家庭環境その他の事情により個別
支援が必要な妊産婦に対し、安心して出
産・育児ができるように、保健師が家庭訪
問を実施します。

継続実施 達成

Ａ Ａ

・母子健康手帳交付時のアンケートを利用した
細やかな相談を実施し、不安や悩みを持つ妊
婦には早期から支援を行っている。また、電話
相談等の対応も含め妊婦への支援やフォロー
は適切に行われている。
・最近では保健師訪問に対し消極的なケースも
あるが、その支援も着実に行っている。
・出産後は、赤ちゃん訪問事業等で、育児不安
や悩みを抱えやすい出産直後から訪問を実施
し、安心して育児を行えるように支援している。

・今後も妊娠・出産・育児まで
継続した支援体制の充実を
図っていく。

6 継 妊婦

出産育児一時金の支給 静岡市国保加入者が出産した場合、
出産育児一時金を支給します。

　　一時金の範囲内で、医療機関等ヘ
　　出産費用を市から直接支払う制度
　　（直接支払制度、受取代理制度）が
　　あります。

継続実施 達成

Ａ Ａ

・対象者すべてに支給し、子育て家庭の負担軽
減に寄与することができた。

・引き続き事業を実施してい
く。

7 継
妊婦
保護者

両親教室・マタニティ教
室の開催

初めてお母さん・お父さんになる保護者を
対象に、お風呂の入れ方や親の心構え等
を指導する両親教室や、初妊婦を対象に、
安心して出産に臨めるよう生活指導（栄養
や口腔衛生を含む）をするマタニティ教室を
開催します。

継続実施 達成

Ａ Ａ

・参加者のニーズに対応するため、定員や事業
内容を改善し実施している。

・平成26年度に内容等を変
更して実施しているため、そ
の評価を行い、更なる充実を
図っていく。

8 継
0歳
保護者

こんにちは赤ちゃん事業 生後4か月までの乳児がいる家庭を対象
に、その家庭を訪問し、様々な不安や悩み
を聞き、保健師等が必要な情報・サービス
提供を実施します。

出生者に対し、生後4
か月以内の訪問率
90.0%

概ね達成でき
る見込み。

Ｓ Ａ

・訪問率の目標値を既に大幅に上回っている。 ・未訪問者への電話勧奨を
行い、更なる訪問率の向上を
図る。また、地域と連携を図
り、実態のつかめない家庭を
無くす。

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

施策目標１　「子どもを安心して生み、育てることができる環境づくり」
基本施策１　「妊娠・出産期における支援や医療体制の充実」

目標の達成
見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

妊婦

　　　　　　　【22】　【23】　　【24】　　【25】
　実人数　　　529人→　518人→　810人→　603人
　延件数　　　796件→　888件→　958件→　1,052件
※平成25年度には、凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵をしたが卵が得られない等
のため中止したものについては、助成額を15万円から7.5万円に減額。
※平成26年度には、所得制限の撤廃、助成額の上乗せ、一般不妊治療（人工授精）への対象
拡大など制度を拡充。

子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値

　　　　　　【22】　【23】　　【24】　【25】　【26（見込み）】
実施か所数　3か所→　3か所→　4か所→　2か所→　3か所
利用者数　　 15人→　 17人→ 　17人→　 12人→　 16人

　　　　　　　　　　　　　　【22】　　【23】　　【24】　　【25】 【26（見込み）】
母子健康手帳交付件数　　　　6,134件→ 5,756件→ 5,672件→ 5,630件→ 5,900件
妊娠11週までの妊娠届出率　　 87.5％→  89.3％→　90.4％→　91.5％→　91.5％

※妊婦健康診査14回分、超音波検査４回分、血液検査１回、歯科健康診査１回の受診券を交
付。
　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　　【24】　 【25】　 【26（見込み）】
初回　　　　　　 5,948人→　　 5,724人→　　 5,560人→ 　　5,534人→　 　5,900人
２～１４回　　延61,973人→　延60,532人→　延58,877人→　延58,961人→　延64,428人
超音波健診　  延21,890人→　延21,277人→　延20,475人→　延20,413人→　延22,420人
血液検査　　　　 5,547人→　　 5,407人→　 　5,197人→ 　　5,053人→　 　5,664人
初回を除いた13回の妊婦健診平均受診率
　　　　　　　　　80.2％→　　　81.3％→　　　81.5％→　　　82.0％→　　　84.0％
歯科健診　　　　　未実施→　　 1,695人→　 　2,309人→   　2,254人→　   2,419人

今後の課題、取組等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

　　　　【22】　 【23】 　【24】　　　　　　 【25】　 【26（見込み）】
実件数　363件→　455件→　466件→　（妊婦）　363件→　360件
延件数　543件→　680件→　737件→　（妊婦）　579件→　580件
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （産婦）6,099件→6,000件（助産師訪問も含む）

　　　　　　　　  　【22】　　　  【23】 　　　　【24】　　　 　【25】
支給件数　　　  　　   　815件→ 　　　 907件→　　 　 772件→　　　　722件
支給金額　 　　  　344,004千円→　375,864千円→　323,861千円→　302,402千円
うち直接支払制度利用     770件→　　　　860件→　　  　741件→　　　　690件
　　　　　　 　　  296,776千円→　330,643千円→　293,572千円→　272,849千円
※26年度についても、継続して事業を実施する。

　　　　　　【22】　   【23】　　 【24】　   【25】　【26（見込み）】
開催回数　　131回→　  124回→  　126回→　  125回→　  126回
参加者　　2,790人→　2,917人→　2,908人→　2,980人→　3,300人

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

　　　　　　【22】　【23】　　【24】　    【25】   　【26（見込み）】
訪問対象者　　－ →　5,770件→　5,432件→　5,521件→　5,700件
訪問件数　5,286件→　5,340件→　5,096件→　5,351件→　5,350件
訪問率　   89.9％→　 92.5％→　 93.8％→　 96.9％→　 93.9％

評価の理由等
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成
見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値
今後の課題、取組等

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

評価の理由等

9 継
保護者
（女性）

女性のための健康相談 市女性会館相談室において、女性特有の
身体や健康に関する悩みに対し、専門の女
性医師等が相談に応じます。

毎月1回実施（第4木曜
日・・・看護師）

達成

A A

・計画通り実施し、女性の健康に関する悩みを
十分に受けとめることができた。

・申込みが減少傾向にあるの
で、広報誌による周知のほ
か、チラシの掲示・配布など
の工夫が必要である。

10
終
重
ま

全市民

急病センターの再整備 初期救急医療については、静岡地域と清水
地域で体制が異なるため、急病センターを
東静岡地区に再整備し、夜間（準夜帯）の
体制を急病センター方式に一元化すること
により、安定的な医療の提供体制を構築し
ます。

「急病センター方式」に
一元化し、平成24年度
に葵区城東町にある
急病センターを移転建
設、平成25年度当初
に開所。

達成

S S

・急病センターを葵区城東町から東静岡地区に
再整備することにより、静岡地域と清水地域で
体制が異なっていた夜間（準夜帯）の初期救急
医療体制を急病センター方式に一元化し、安定
的な医療の提供体制を構築できた。

-

11 新
独身
男女

しずおかエンジェルプロ
ジェクト推進事業

出会いのイベントや「婚活」に関する講座の
開催及び官民連携による結婚を支援する
気運の醸成

年間カップル数5組 概ね達成でき
る見込み。

A A

・年間の目標を達成するとともに、民間企業等と
連携することで地域における結婚を応援する気
運の醸成が図られた。

・更に多くの民間事業者と連
携して事業を推進していく必
要がある。

平成25年4月1日に新センター開設。

※平成26年度から実施。
・出会いイベント（コース制）を計６回、婚活に関する講座を計２回実施。
・民間企業等と連携し、結婚を応援する気運の醸成を図った。

　　　　 【22】　【23】　【24】  【25】  【26（見込み）】
相談件数　43件→　27件→　28件→　25件→　継続実施
※毎月1回実施（第4木曜日・・・22年度は医師、23年度からは看護師）
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施策目標１「子どもを安心して生み、育てることができる環境づくり」
基本施策２「子育て支援サービスの充実」

12 継
妊婦
0歳～3歳
保護者

子育て支援ヘルパー派
遣事業

母親が出産直後や多子家庭で家事・
育児を行うことが困難な家庭、又は妊
娠中体調不良の方に、家事・育児の
支援を行うことにより、子育ての負担
の軽減や育児不安の予防を図りま
す。

継続実施
【0歳児】
115世帯
【1～2歳児（多子）】
65世帯
【妊婦】
30世帯

利用世帯数（回数）   　【22】　　　　　　　【23】　                 【24】　                 【25】　　　　　  　　【26(見込み)】
0歳児               　  67世帯(295回)→105世帯(302回)→102世帯(354回)→126世帯(451回)→163世帯(489 回)
1～2歳児（多子）　47世帯(150回)→　23世帯( 56回)→　43世帯(146回)→ 25世帯 (　48回)→　57世帯(171 回)
妊婦                       2世帯(　  9回)→　14世帯( 64回)→　18世帯(  60回)→ 36世帯 (151回)→　35世帯(105回)

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ｂ

・申込方法を変更し、利用者が利用した
い時に利用できるよう改善したものの、
利用世帯数及び利用時間が目標に達し
なかった。

・制度を周知し、利用者が
限定的にならないよう支援
の必要な方に広くサービス
を提供する。

13 継

妊婦
0歳～18
歳未満
保護者

養育支援訪問事業 養育支援が特に必要であると判断し
た子育て家庭に対して、専門的資格
を有する訪問員等がその家庭を訪問
し、養育に関する指導・助言、家事援
助などを行います。

各年度40世帯を目
途に継続実施

　　　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　　【24】　　　　　【25】　　　【26(見込み)】
訪問世帯数　　未実施　→　7世帯　→　20世帯　→　21世帯　→継続実施

※平成23年11月から事業開始。
※訪問員への研修会を毎年度2回開催。

目標未達成

Ｂ Ｂ

・制度についての正しい理解を対象者、
関係機関に促すとともに、支援が必要な
家庭に対して、円滑な訪問が実施できて
いるが、目標とした訪問世帯数の達成に
は及ばなかった。

・支援対象家庭への適切
なアセスメントを踏まえた
効果的な支援を行うため、
訪問員研修の実施等を行
い、資質確保に努め、円滑
な事業実施を行っていく。

14 継

妊婦
0歳～18
歳未満
保護者

しずおか子育て優待カー
ド事業

18歳未満の子どものいる「子育て世
帯」と妊娠中の方に「しずおか子育て
優待カード」を配付し、子ども同伴で優
待カードを提示すると、協賛店舗の
「応援サービス」が受けられます。

市内協賛店舗数
750件

　　　　　　　　　　　　　【22】　　【23】　　【24】　　　【25】　　【26(見込み)】
市内協賛店舗数　　631件→758件→667件→758件→750件

※平成24年度は、県との合同で啓発キャンペーンを実施。

達成

Ａ Ａ

・Ｈ26年5月1日現在の市内協賛店数が
758件あり、目標の750件を達成すること
が見込まれる。

・継続実施するとともに、協
賛店舗数の増加に努め
る。

15
継
重

子育て相談などの相談
支援体制の充実

関係機関等と連携し、子育て相談を
はじめとする相談支援体制の充実を
図ります。

児童相談体制検討
ワーキングによる
様々な子育て支援相
談体制に係る諸問題
を検討し、相談体制
の充実を図る。

　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】及び【26(見込み）】
ガイドライン部会　　4回開催→3回開催→3回開催→外部関係機関への提供検討
研修部会　　　　　　  3回開催→3回開催→2回開催→継続して研修を実施
※児童相談体制検討ワーキング（２部会）を開催
※ガイドライン部会：静岡市子ども虐待対応ガイドラインの作成・見直し及び活用方法等を検討。
※研修部会：静岡市児童相談職員研修計画を作成・実施し、職員の質の向上を図った。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・22年度～25年度にかけて児童相談体
制検討ワーキングの開催、静岡市児童
相談職員研修計画を作成・実施につい
ても計画通り実施できたため、26年度に
ついても同様に達成できると見込まれ
る。

・研修計画についても、要保護児童対策
地域協議会参加機関職員を中心に、22
年度～25年度と目標を達成してため、26
年度も同様に達成できる見込みである。

・ 研修については要対協メ
ンバー等関係先が多く、調
整、準備に時間と手間を要
することが課題である。
・また、多様化、複雑化す
る相談事項に常に職員が
対応できるように、適切な
研修計画を検討・実施して
いく必要がある。

16 継

子育て応援総合ＨＰ
「ちゃむ」の運営

子育てに関する行政情報や制度案内
をはじめ、サークル紹介、イベント情
報などを総合的に掲載したインター
ネットホームページや携帯サイトを管
理運営します。

毎月平均アクセス件
数　10,000件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　【25】　　　【26(見込み)】
毎月平均トップページアクセス件数　　約4,700件→5,493件→7,838件→7,463件→9,500件※
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※26年4月～6月実績
※平成24年度は、見易さ、使いやすさを向上させるため、トップページをリニューアルした。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・Ｈ26年４月～6月の平均アクセス件数
が、月平均9,500件あり、同水準で推移
することが見込まれる。

・階層構成及びレイアウト
を見直し、より見やすく利
用しやすいサイトにする必
要がある。
・随時更新できる利点を活
かし、時節に合わせた情報
を提供していく必要があ
る。

17 継

「しずおかし子育てハンド
ブック」の作成・配布

子育てに関する様々な情報を掲載し
たハンドブックを作成し、主に保健福
祉センターで母子健康手帳交付時に
配布します。

継続実施 　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　　【26（見込み）】
作成・配付部数　　15,000部→15,000部→15,000部→15,000部→20,000部

※平成24年度から、見易さを向上させるためカラー版とした。またより多くの方にご利用いただくために、26年度
は増刷した。

達成

Ａ Ａ

・平成26年7月下旬に20,000部作成・発
行した。

・必要な情報を探しやすく、
見やすいページ構成とレイ
アウトにする必要がある。

18 終

「子育て支援マップ」の作
成・配布

子育て支援の拠点となる児童館や子
育て支援センターなどが掲載された地
図情報や主な子育て支援サービスを
紹介し、公共施設等へ配布します。

平成22年度に作成・
配布

子育て支援マップを作成し、各施設又は市民に配付。（22年度のみの単独事業）
　【22】　葵・駿河区版→4,850部　　清水区版→3,050部

達成

A A

・子育てに係る施設（児童館や子育て支
援センター等）の地図情報や主な子育て
支援サービスの紹介を見易さ・使いやす
さに配慮し作成した。
・また、多くの市民に利用していただくた
めに、様々な公共施設を対象に広範に
配付した。

―

19 継

家庭児童相談事業 各区福祉事務所に家庭児童相談室を
設置し、児童に関する様々な問題に
ついて、児童、家庭又は地域住民な
どからの相談に応じ、必要な助言を行
います。

市内３ヶ所で、児童
に関する様々な相談
に応じる。

　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　【24】　　　　【25】　　　【26（見込み）】
相談受付件数　　　　1,285件→1,431件→1,586件→1,452件→引き続き実施
（3か所の合計）

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・各区福祉事務所の家庭児童相談室
が、児童に関する様々な問題について対
応できている。

・適切な相談対応をして必
要な助言を行っていく。

20 継 0歳

未熟児養育医療の給付 出生時の体重が2,000グラム以下又
は未熟児性を有する乳児を対象に、
入院医療費及び食事療養費を公費で
負担します。

継続実施                    【22】　　　【23】　　　【24】　　　【25】　　　【26（見込み）】
給付件数  　443件 → 396件 → 350件 → 404件 → 395件

達成

A A

・医療機関と連携を密にすることで、対象
者に制度に関する情報を適切に提供し、
医療の給付を行うことができた。

・更なる制度周知と医療機
関との連携強化に努める。

妊婦
0歳～概
ね18歳
保護者

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

評価の理由等 今後の課題、取組等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
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総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

21
継
重

子育てトーク事業 各地区の地区社会福祉協議会、主任
児童委員等が中心となり、主に未就
園児及びその保護者を対象に、親子
の交流の場の提供、情報交換、子育
て相談及び各種催し物等を実施しま
す。

子育てトーク
36地区63事業

　　　　　　　　　【22】　　　　　　　【23】　　　　　　　　【24】　　　　　　　　【25】　　　　　　　　【26(見込み)】
実施実績　　32地区55事業→33地区54事業→38地区59事業→42地区65事業→44地区66事業

達成

S S

・地域住民自らが企画運営を行う、地域
主体の子育て支援事業として毎年度実
施地区数を拡大し、実施会場数も目標を
上回っている。

・駿河区の会場数を拡大し
ていくために事業実施者
(地区社協)と協議の上、拡
充を図る。

22 継

あそび・子育ておしゃべ
りサロン事業

保育園において、親子の遊び場として
園内開放したり、遊びの紹介、健康や
食事に関するアドバイスや講座等を
実施します。

継続実施 22年度～26年度（見込み）の各年度において、市内の認可保育園（全ての公立及び多くの私立保育園）で実施。 達成

Ａ Ａ

・保育園のもつ子育てに関する専門性を
活かし、身近な場所（保育園）で、気軽に
育児相談ができ、親子で遊べる環境を提
供している。

・不定期開催の事業のた
め、事業のPR方法等を検
討し、子育て世帯への情
報提供を充実させていく必
要がある。

23 継

子育て支援センターの運
営

地域の子育て支援機能の充実と子育
ての不安感等を緩和することを目的
に、未就園児及びその保護者を対象
に、子育てに関する相談、情報提供、
親子の交流の場を提供し、様々なイ
ベントを実施します。

市内20か所で実施 　　　　　　　　　　　【22】　　　【23】　　　  【24】　　　   【25】　　　  【26(見込み)】
　実施か所　　　18か所 → 18か所 → 18か所 →  18か所 → 18か所
　(内訳)
　一般型 　　　　17か所 → 17か所 →  17か所 → 17か所 → 17か所
　連携型 　  　　　1か所 →   1か所 →　  1か所 →   1か所 → 1か所

概ね達成できる見込み

Ａ Ａ

・計画通り円滑な施設運営を実施した。
子育て親子の交流の場、子育てに関す
る相談や情報収集をする場として、子育
て家庭にとっての有用性を年々高めてい
る。

・子ども・子育て支援新制
度の下でも引き続き適切な
運営を確保する。

24
継
重

子育て支援センターの整
備

市域全体の均衡と地域性、地域の児
童数などを勘案し、子育て支援セン
ターの設置を進めます。

センター型　15か所
ひろば型　    2か所
児童館型　   3か所

整備なし　※現在子育て支援センターは、18か所配置済。 目標未達成

Ｄ Ｃ

・各年度において施設整備の検討をした
が、新たな整備ができなかった。

・子ども・子育て支援事業
計画に基づき、ニーズ量に
対応できるよう整備を行
う。

25 継

育児相談の実施（0歳児
の育児相談等）

保健福祉センター内や保健師が地域
に出向き、個別相談等の育児支援を
実施します。

継続実施 　　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　【26（見込み）】
実施回数　　　　　587回　　→519回　　→464回　　→423回　→420回
相談者数　　　　　16,508人→16,891人→11,347人→9,510人→9,500人

達成

Ａ Ａ

・計画通りの取り組みが継続できた。
・所内定例相談は、平成24年度から、対
象を育児不安の多い1歳までに変更し、
丁寧な相談ができるようになった。
・また、随時相談、所外相談のほか、地
域の子育て支援の場を活用し、地域の
機関や組織と連携しながら相談対応して
いる。
・実施回数等は減少傾向であるが、育児
不安の解消につながっている。

・相談者が様々な相談の
場を活用できるよう、また、
より効果的な相談支援の
ために、引き続き、地域の
子育て支援の場や他機関
と連携していく。

26 継

地域に開かれた幼稚園
づくり推進事業（子育て
ひろば）

幼稚園を開放し、地域の未就園児に
ふれあいや遊びの場を提供するととも
に、育児に関する相談に応じます。

○幼稚園の幼児教
育センター的役割の
充実
○市民への周知の
充実
○実施回数及び参
加人数の増加

                        【22】　　　　【23】　　　　【24】　　    　【25】　　   【26（見込み）】
市立幼稚園　   14園　  →  14園    →　14園    →　 14園   → 14園
私立幼稚園   　19園　  →　19園    →　19園    →　 19園   → 19園
実施回数　　　　472回　→　473回  →  444回  →　 423回
参加人数
　未就園児   10，685人→11,067人→10,995人→10,902人
　保護者　    10，439人→10,695人→10,399人→10,393人

概ね達成できる見込
み。

A A

・毎年各園で内容の改善・充実が図ら
れ、未就園児同士、未就園児と在園児
の交流はもとより、子育てや就園に関す
る情報交換や相談など、保護者のニー
ズに対応することができた。参加した保
護者の満足度も高く、当初の期待どおり
の成果を上げることができた。

・平成２７年度から移行す
る幼保連携型認定こども
園においても、子育て支援
の充実が重要な課題と
なっているため、現在の保
育園で実施している同種
の事業とのすり合わせも含
め、継続するための具体
的な検討が必要である。

27 継

児童手当等の支給 次代の社会を担う児童の健やかな成
長に資することを目的として、児童を
養育する者に手当を支給します。
＊平成２２年４月分から平成２４年３
月分までは、「子ども手当」として支給

継続実施
○支給対象児童
中学校修了前の児
童
○支給額
３歳未満と、小学生
までの第３子は、月
額15,000円
その他の児童は月
額10,000円
所得超過者の児童
は月額5,000円

　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　　【23】　　　　　　【24】　　　　　　【25】　　　　　　【26（見込み）】
支給延べ児童数　　879,633人→1,048,698人→1,047,837人→1,029,155人→1,034,431人

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・確実な支給ができた。 ・新福祉トータルシステム
の適切な運用及び各保育
児童課との連携により、確
実な支給を実施する。

28 継

交通遺児等福祉手当の
支給

交通事故等により、生計維持者を亡く
した児童の生活の向上と福祉の増進
を図るため、中学校修了前の児童に
対して、月額5,000円を支給します。

継続実施
対象児童数
延べ300人

　　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　【24】　　　　【25】　　　　【26（見込み）】
支給児童数　　延299人→延297人→延312人→延315人→延324人

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・確実な支給ができた。 ・引き続き、手当の支給に
より対象児童の福祉の増
進を図る。

0～3歳
保護者

0歳～就
学前
保護者

0歳～中
学生
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総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

29
継
ま

子ども医療費の助成 保護者の経済的負担を軽減し、子ど
もが適正な医療を受け健全な育成を
図ることを目的に、医療費の一部を助
成します。

○助成対象者
中学校修了までの児
童
○助成対象経費
入院・通院の保険診
療医療費（高額医療
等を除く）
○所得制限
なし
○自己負担
1歳以上の通院のみ
1回500円以内（毎回
徴収）

　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　　【24】　　 　　　　【25】　　　　　 【26（見込み）】
給付件数　　618,100件→616,411件→1,050,190件→1,131,489件→1,215,907件

※平成24年度から中学校修了までの児童を対象に通院費助成を拡大。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・対象者が常に助成を受けられ、適正な
医療を受けられる状態となっている。

・新福祉トータルシステム
の適切な運用及び各保育
児童課との連携により、確
実な助成を実施するととも
に、制度内容の周知ＰＲを
していく。

30 継

0歳～18
歳未満
（継続申
請の場合
は20歳未
満まで）

小児慢性特定疾患治療
に係る医療の給付

児童（18歳未満）の慢性疾患のうち、
特定の疾患について、その治療にか
かる費用の一部を公費で負担し、そ
の治療の研究促進を図ります。

継続実施 　　　　　　　　　【22】　　　 【23】　　 　【24】　　 　【25】　　 　【26（見込み）】
給付件数　　　5,616件→5,960件→6,083件→6,236件→6,580件

達成

A A

・給付件数が増加し、慢性疾患児がいる
家族の医療費の助成を行うことができ
た。

・平成27年１月１日から制
度が改正されるため、受診
者及び医療機関等に混乱
がないように制度の円滑な
移行を行う。

31 継
0歳～概
ね18歳
保護者

子育て短期支援事業 育児疲れ・育児不安等の解消、児童
の虐待防止及び子育て家庭への支援
を図るため、児童福祉施設等におい
て短期入所を実施します。

継続実施
実施か所3か所
利用延べ人数
延べ330人

　　　　　　　【22】　　　　    【23】　　       【24】　　       【25】　　        【26（見込み）】
実施か所　　2か所　　→ 3か所   　→ 3か所     →  3か所　　  →　3か所
利用者数　　延106人 → 延296人 → 延176人 →　延157人　→   310人

概ね達成できる見込
み

A Ｂ

・利用者及び利用日数が目標に達しな
かった。

・制度を周知し、支援の必
要な方に広くサービスを提
供する。

32 継

0～３９
歳まで

保護者

子ども・若者相談の実施 ３９歳までの子ども・青少年とその家
族や関係者が抱える性格・行動や進
路などの悩みに対して、相談員が相
談に応じます。（Ｈ２４までは２０歳まで
を対象）

面接相談
350人
5,500回
電話相談
*630件
*630件

       　　　　　【22】　　　   　 【23】　　　　  【24】　　　　   【25】　　        【26（見込み）】
面接相談    269人　   →　 260人　 →  325人　　→  354人　　→   350人
                   4,507回  → 　4,968回 →  4,633回　→  5,585回　→   5,500回
電話相談    907件　   → 　1,639件 →  1,505件　→  1,126件　→  1,260件

概ね達成できる見込
み。

A A

・平成25年度に対象者層を広げ、39歳ま
での困難を抱えた子ども・若者の相談を
実施し、不登校・ひきこもり・ニート等へ
の立ち直りの支援を行った。

・継続して実施していく。

33 継
1歳～就
学前
保護者

健診事後フォロー教室の
開催（パンダ教室、イル
カの会など）

親子遊び、グループ遊びを通して、こ
とばや社会性を身につけ、集団になじ
めるようにしていくあそびの教室を開
催します。

継続実施 　　　　　　　　【22】　　　　　 【23】　　 　 【24】　　　　 【25】　　     【26（見込み）】
開催回数　　115回　　→　79回 　 →　78回     →  78回　　→　78回
対象者数　　1,096人　→　799人　→　809人　→　779人　→　780人

達成

Ａ Ａ

・由比町合併に伴い平成23年度に事業
を整理し、実績は下がったが、計画通り
の取り組みが継続できた。養育者が子ど
もの関わりに自信を持ち、より積極的な
育児ができるよう個別支援もすることで
発達を促している。また、教室卒業後は
他機関へのつなぎや、必要に応じて継続
支援を実施している。

・対象親子のニーズを見極
め、療育や地域の子育て
支援の場と連携し、早期支
援を継続していく。

34 継 就学前

幼稚園就園奨励費補助
金交付事業

私立幼稚園に通う園児の保護者に対
し、入園料及び保育料の一部を補助
金として交付します。

継続実施                        【22】　　　    【23】　　　    　【24】　　　　 　【25】　　     　【26（見込み）】
私立幼稚園      57園　　 →　57園　　  →　58園　　　→　59園　　　→　59園
補助金交付者  6,785人 →　6,800人　→　6,731人　→　6,693人　→　7,500人

達成

Ａ Ａ

・私立幼稚園59園からの申請が見込ま
れる。

・保護者へのお知らせをよ
り分かりやすく簡易なもの
にする必要がある。

35 継

要・準要保護児童生徒扶
助費交付事業

経済的理由により就学困難な児童生
徒を対象に、学用品費や通学費、修
学旅行費、給食費、医療費等の必要
な援助を行います。

継続実施 　　　　　　　【22】　　　     【23】　　　    　【24】　　　　 　【25】　　     　【26（見込み）】
小学生　　2,177人　→　2,542人　→　2,768人　→　2,838人　→　2,919人
中学生　　1,411人　→　1,562人　→　1,689人　→　1,645人　→　1,609人

達成

Ａ Ａ

・経済的理由により就学困難な児童生徒
を対象に、学用品費や通学費、修学旅
行費、給食費、医療費等の必要な援助
を行った。

・生活保護基準の引下げ
に伴う27年度以降の対応
の検討が必要である。
・就学援助システムの導入
に関する検討が必要であ
る。

36 継

特別支援教育就学奨励
費補助金交付事業

特別支援学級へ就学する児童生徒を
養育する保護者の経済的負担を軽減
するため、補助金を交付します。

継続実施 　　　　　　 【22】　　　   【23】　　    　【24】　　　 　【25】　     　【26（見込み）】
小学生　　343人　→　351人　→　359人　→　348人　→　 348人
中学生　　189人　→　203人　→　210人　→　191人　→　 191人

達成

Ａ Ａ

・就学のために必要な経費の一部を市
が補助することで、特別支援学級へ就学
する児童生徒の保護者の経済的負担を
軽減した。

・通常学級に就学する学校
教育法施行令第22条の３
に該当する児童生徒に係
るきめ細かな対応が必要
である。

37 継

遠距離通学費補助金交
付事業

小学校4キロ、中山間地域の小学校3
キロ、中学校6キロを超えて通学する
児童生徒の保護者を対象に、補助金
を交付します。

継続実施                【22】　　　   【23】　　     【24】　　　 　【25】　     　【26（見込み）】
小学生    451人　→　466人　→　450人　→　445人　→　440人
中学生    540人　→　507人　→　472人　→　451人　→　427人

達成

Ａ Ａ

・遠距離から通学する児童生徒の保護
者に対し、バス定期代等の一部を補助
し、保護者の経済的負担を軽減した。

・距離要件・地理的要件へ
の配慮に対する検討が必
要である。

38 継
小学生
中学生
高校生

勤労者教育資金貸付金
利子補給事業

市内に在住する勤労者の教育費の負
担を軽減し、福祉の増進を図るため、
県労働金庫が勤労者に貸し付ける教
育資金貸付金に対して、利子補給を
行います。

支給人数543人 　　　　　　　　  【22】　　　   【23】　　      【24】　　　 　【25】　     　【26（見込み）】
利用者数　　　451人　→　547人　→   481人　→　515人　→  継続実施
利子補給　　　2.0％ 　→　1.0％　 →　　1.0％　→　1.0％　  →　継続実施

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・関係機関への周知協力を依頼するなど
により、支給人数を増加する見込み通り
の申請数となった。

・継続して実施していく。
・支給人数を増加する方法
を検討。

0歳～中
学生

小学生
中学生
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総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

39 継

小学生
中学生
高校生～
18歳未満
保護者

児童・家庭に関する専門
的知識・技術を要する相
談の実施

専門的な知識及び技術を必要とする
相談に対し、必要に応じて児童の家
庭状況、生活歴や性格、行動等につ
いて専門的な角度から総合的に調
査、診断、判定を行い、それに基づく
援助方針を定め、児童の援助を実施
します。

継続実施
　
相談種別　養護相
談、障害相談、非行
相談、育成相談、そ
の他

　　　　　　　 　【22】　　　   　【23】　　      　【24】　　　 　　【25】　     　　【26（見込み）】
相談件数　　1,659件　→　1,612件　→　1,887件　→　1,901件　→　2,000件

※相談種別→養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他

達成

A A

・児童相談所に対する市民の認知度は
高く、市民の相談、通告の意識も進んで
いるため、22年度～25年度については
前年度を超える相談件数を達成した。26
年度についても十分達成できると見込ま
れる。

・相談体制整備と高い専門
性の確保が課題である。

40 継

育英奨学金貸付事業 成績優秀で意欲がありながら経済的
理由により修学が困難な高校生、短
大生、専門学校、大学生又は大学院
生を対象に、奨学金を貸与します。

継続実施                     【22】　　　 【23】　     　【24】　  　　【25】　 　　【26（見込み）】
高校生　　　   23人　→　22人 　→　16人　 →　12人　 →  14人
大学生等 　　177人 →　172人 →　165人  →　164人 →　151人

達成

Ａ Ａ

・申請があった奨学生の選考、採用者へ
の奨学金の貸与、奨学生の募集を実施
した。

・修学後に静岡市への定
住を促す奨学金制度の構
築の検討が必要である。

41 継

篤志奨学金給付事業 修学困難な高校生、短大生及び大学
生を対象に、教育奨励費（入学一時
金）として奨学金を給付します。

継続実施                      【22】　　　 【23】　    　【24】　  　【25】　 　 【26（見込み）】
高校生           12人　→　4人　　→　12人　→　8人 　→　 16人
大学生等        11人　→　15人　 →　11人　→　14人 →　 13人

達成

Ａ Ａ

・申請があった奨学生の選考、採用者へ
の奨学金の給付、奨学生の募集を実施
した。

・より効率的な基金の運用
を実施していく。

42 継

カウンセリング講座の実
施

市民を対象にカウンセリング講座を開
催し、カウンセリング理論や技術の普
及を図ります。
（ひきこもりやいじめ、人間関係の悩
み等、問題を抱えている子どもや青少
年に接する者の技術や知識の向上を
図る講座）

5講座実施 　　　　　　　 【22】　　　　　　 【23】　     　　　【24】　  　        【25】　 　      【26（見込み）】
講座数　　　　6講座　 　→　 6講座　 　→　　5講座　　 →   5講座　　→ 　5講座
参加者数　 　延246人　→　 延394人　→　　延253人　→　 延290人　→　未定

※半年後に講座で学んだことの活用状況のアンケートを実施。

概ね達成できる見込
み。

A A

・市民に対人関係を良好にするための技
術としての「カウンセリング」を学ぶ機会
を確保し、各講座のアンケートでも概ね
好評を得た。

・継続して実施していく。

43 継

「ノーバディズ・パーフェ
クト」講座の開催

1980年代にカナダ保健省が開発した
親支援・虐待予防プログラムで、ファ
シリテーターのもと、参加者が他人の
意見や価値観を尊重・共有し合い、寄
り添いながら、子育てにおける様々な
悩み・不安への解決方法を見出して
いく講座を開催します。

継続実施 　　　　　　　　　 【22】　　　　　 【23】　  　【24】　  　     【25】　 　     【26（見込み）】
実施か所数      24年度から実施　　→　2か所 　→   2か所　→　 2か所
参加者数　　　　24年度から実施　　→　21人　　→　　18人　→　　18人

達成

A A

・参加者の子育てに関する悩みや関心
事にそったプログラム構成（問題のとらえ
方や解決手法等）によって、参加者間で
の悩みの共有、連帯感の醸成ができ、
講座終了後も参加者間のつながりを生
むことができた。また、参加者による講座
の評価（5段階評価）では、全ての回答者
から4以上の評価をいただき好評を得
た。

・長期間（6週間）の開催の
ため、継続して参加できる
応募者の確保が難しい。
参加者募集を広報紙のほ
か各種公的機関や地域の
子育て団体へ情報提供
し、また市HPに掲載するな
ど広範に周知を行いなが
ら、今後も継続して取り組
む。

44 継 学校法人

私立学校振興補助金交
付事業

教育の振興及び児童生徒の保護者
の経済的負担の軽減を図るため、市
内の私立幼稚園、小学校、中学校及
び高等学校に補助金を交付します。

継続実施 　　　　　　 　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　  　　　【24】　  　     【25】　 　     【26（見込み）】
交付学校法人数　　　56法人　→　56法人　→　56法人　→　56法人　→　継続実施

達成

A A

・運営費（経常的経費）の一部を補助す
ることにより、市内の私立学校の教育振
興を図り、在籍する園児・児童生徒の保
護者の経済的負担を軽減することができ
た。

・継続して実施していく。

45
拡
ま

0歳～6歳

保育所施設整備事業 （待機児童解消加速化計画に基づく
事業）

保育定員の増加を図るため、公立保
育所を増築するほか、私立認可保育
所の施設整備に対して補助します。

保育定員310人の確
保

　　　　　　　　　　【25】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【26（見込み）】
整備数　　　定員　60人分　　　　　　　　　　　　　　　　定員　265人分
　　内訳　 増築          3園（50人）　　　　　内訳　新園整備 3園（180人）
　　　　　　小規模修繕 1園(10人）　　　　　　　　　分園整備 １園（20人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　増築       3園（65人）
※25年度から実施。25・26年度定員確保数325人（見込み）

　

概ね達成できる見込
み。

S A

・目標の保育定員310人が確保できる見
込みである。

・子ども・子育て支援事業
計画に基づき、必要なニー
ズに対する供給体制を確
保していく。

46 新 0歳～6歳

私立認定こども園整備費
助成

（待機児童解消加速化計画に基づく
事業）

保育定員の増加を図るため、認定こ
ども園への移行を目指す法人に対す
る施設整備費を補助します。

保育定員300人の確
保

【26（見込み）】　9園整備（定員258人）
※26年度から実施

目標未達成

A B

・目標の保育定員300人に対し、確保で
きる定員が258名となる見込みである。

・子ども・子育て支援事業
計画に基づき、必要なニー
ズに対する供給体制を確
保していく。

47 新 0歳～6歳

認可外保育施設整備費
助成

（待機児童解消加速化計画に基づく
事業）

保育定員の増加を図るため、認可保
育所等への移行を目指す認可外保育
施設に対する施設整備費を補助しま
す。

保育定員112人の確
保

【26（見込み）】　3か所整備（定員68人）
※26年度から実施

目標未達成

B C

・目標の保育定員112人に対し、確保で
きる定員が68名となる見込みである。

・子ども・子育て支援事業
計画に基づき、必要なニー
ズに対する供給体制を確
保していく。

48 継 0歳～6歳

施設型小規模保育事業
費助成

（待機児童解消加速化計画に基づく
事業）

保育定員の増加を図るため、施設型
小規模保育の設置に必要な整備費等
に対し補助します。

保育定員216人の確
保

　　　　　　　　　　　　【25】　　　　　　　【26（見込み）】
整備か所数　　　5か所整備　　　　７か所整備
整備定員数　　　定員90人　　　　　定員１２６人
※25年度から実施。25・26年度定員確保数216人（見込み）

概ね達成できる見込
み。

A A

・目標の保育定員216人が確保できる見
込みである。

・子ども・子育て支援事業
計画に基づき、必要なニー
ズに対する供給体制を確
保していく。

全市民

高校生
大学生等
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総合評価
(Ｓ～Ｃ)

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

49 新 0歳～6歳

施設型小規模保育運営
事業

（子ども・子育て支援新制度に向けた
取組み）

待機児童解消加速化計画に基づき
H25補正予算にて整備した施設型小
規模保育の運営費を支弁します。

事業実施 【26(見込み）】　施設設置者に対し運営費支弁　5か所
※26年度から実施

達成

A A

・目標どおりに実施した。 ・小規模保育事業の実施
数を増やし、待機児童解消
を図る。

50 新
子育て世
帯

子育て世帯支援体制強
化事業

（子ども・子育て支援新制度に向けた
取組み）

新制度の円滑な実施に向け、保育
所・幼稚園などの利用に関する利用
者支援機能と、地域主体の子育て支
援活動を強化します。

事業実施 【26(見込み）】
・子育て支援センターに子ども未来サポーターを配置　３か所　各１人
・各区保育児童課に保育コーディネーターを配置　３区　各１人
※26年度から実施

達成

Ａ Ａ

・目標どおり、子育て支援センター（3か
所）に子ども未来サポーターを配置し、各
区保育児童課に保育コーディネーターを
配置した。

・事業周知
・関係機関との連携
・利用者のニーズをとら
え、相談機能の強化を図
る。

51 新
保育従事
者

保育士確保対策事業 （子ども・子育て支援新制度に向けた
取組み）

保育士の人材確保のため、支援セン
ターを設置して求職者と求人者のマッ
チングを行うほか、潜在保育士の再
就職を支援します。

事業実施
【26（見込み）】
・保育士・保育所支援センターの設置　　・潜在保育士の再就職前研修の実施
※26年度から実施

達成

A A

目標どおりに実施した。 保育士の人材確保のため
のその他の施策検討が課
題である。

52 継
保育従事
者

保育士等処遇改善事業
費助成

保育士の人材確保対策を推進する一
環として、保育士の処遇改善に取り組
む保育所に対して補助します。

継続実施 　　　　　　　　　　　　【25】　　　　【26（見込み）】
私立保育所数　　　　59園　→　　59園
※25年度から実施

達成

A A

・目標どおりに実施した。 ・保育士の人材確保のた
めに、他の施策検討が課
題である。

53 新
教育・保
育従事者

幼稚園教諭免許・保育士
資格併有促進事業

（子ども・子育て支援新制度に向けた
取組み）

保育教諭の確保のため、幼稚園教諭
免許・保育士資格のどちらかを有する
方に対し、もう片方の免許・資格を取
得するための費用を助成します。

事業実施 【26（見込み）】　　免許・資格取得を希望する方に対する助成　100人
※26年度から実施

達成

A A

・目標どおり助成制度を創設した。 ・幼保連携型認定こども園
への円滑な移行が図られ
るよう継続的に実施してい
く必要がある。
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施策目標１「子どもを安心して生み、育てることができる環境づくり」
基本施策３「ひとり親家庭への支援」

54 継

母子自立支援プログラム
策定事業

児童扶養手当を受給している母子家
庭の状況、ニーズ等に対応した自立
支援プログラムを策定し、自立と就業
を支援します。

継続実施
○自立支援プログラ
ム策定員1名配置

　　　　　　　 【22】　　 【23】　　　【24】　　【25】　     【26（見込み）】
配置人員　　1名　→　1名　→　1名　→　1名　→　1名

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・自立支援プログラム策定員を１名配置
し、相談内容に応じた自立支援プログラ
ムを策定した。

・効果的なプログラムを策
定し、ひとり親の就業・自
立を支援していく。

55 継

母子家庭自立支援給付
金事業

母子家庭の自立を支援するため、資
格を取得するための養成機関の就業
や就職に結びつく講座を受講する際
に、給付金を支給します。

継続実施
○自立支援教育訓
練給付金　10件
○高等技能訓練給
付金　非課税12件、
課税6件
○修了一時金
非課税5件、課税3件

　　　　　　　　　　　　　　　　　 【22】　　 【23】　  【24】　　　【25】　   【26（見込み）】
自立支援教育訓練給付金　　5件  →　3件 →  1件 →    3件  →   6件
高等技能訓練給付金　　　　17件　→ 19件 → 18件 →  14件  → 21件
修了一時金　　　　　　　　　　  4件　→  6件 →   6件  →  6件  →   8件

概ね達成できる見込
み

Ａ Ｂ

・適切な給付金支給を行ったが、利用件
数が目標を下回った。

・制度を周知し、利用者の
拡大を図り、ひとり親の自
立を促進する。

56 継

母子寡婦福祉資金の貸
付

母子家庭等に経済的自立の助成と生
活意欲の助長を図り、併せてその扶
養している子どもの福祉を増進するた
め、修学資金、生活資金等の各種資
金を貸付します。

継続実施
○貸付件数
900件
○貸付額
485,550千円

                【22】　　         【23】　 　　　　 【24】　　　　　　【25】　   　　　　【26（見込み）】
貸付件数    799件        →829件　　　　→787件　　　　→747件　　　　→880件
貸付額       407,583千円→417,305千円→396,564千円→389,918千円→440,450千円

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・貸付申込に対して適切な対応及び貸付
処理ができた。

・新福祉トータルシステム
の適切な運用及び各保育
児童課との連携により、確
実な貸付を実施する。

57 継

児童福祉援護団体等へ
の運営費補助

母子や寡婦の福祉の増進を図ること
を目的に活動している児童福祉援護
団体に対し、円滑な運営を図ることを
目的に運営費を補助します。

継続実施
○対象1団体

　　 　　　　【22】　　     【23】　 　　 【24】　　　　【25】　   　　【26（見込み）】
対象団体　1団体　→　1団体　→　1団体　→　1団体　→　1団体

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・補助金交付により、適切に団体が運営
され、ひとり親家庭及び寡婦の支援が実
施された。

・活動事業補助金の交付
により、ひとり親家庭及び
寡婦の福祉の増進を図
る。

58 継

児童扶養手当の支給 父又は母と生計を一にしていない児
童が養育される家庭生活の安定と自
立の促進に寄与するため、児童扶養
手当を支給し、児童福祉の増進を図
ります。（所得制限あり）

継続実施
○受給者数
約5,300人

　　　　　　　　【22】　　     【23】　 　　　　 【24】　　　　　【25】　   　　【26（見込み）】
受給者数　　4,973人　→　5,060人　→　5,100人　→　5,300人　→5,000人
　
※平成22年8月より、支給対象者を「父子家庭」に拡大

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・確実な支給ができた。 ・新福祉トータルシステム
の適切な運用及び各保育
児童課との連携と、年１回
の制度の案内チラシ等の
送付により、確実な助成を
実施する。

59 継

母子家庭等医療費の助
成

所得税非課税世帯の母子家庭の母
子や父子家庭の父子、両親のいない
児童を対象に、母子家庭等の生活の
安定と健康の保持を目的として、医療
費を自動償還払いで助成します。

継続実施
○医療費支払件数
54,800件

　　　　　　　　【22】　　　　     【23】　 　　 　　【24】　　　　　　【25】　   　　　【26（見込み）】
支払件数　　57,272件　→　62,776件　→　56,767件　→　56,072件　→　49,818件

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・確実な助成ができた。 ・新福祉トータルシステム
の適切な運用及び各保育
児童課との連携により、確
実な助成を実施する。

60 継

母子家庭等日常生活支
援事業

母子家庭等の福祉の増進を図るた
め、生活援助（食事の世話、掃除な
ど：1時間単位）や子育て支援（乳幼児
の保育など：2時間単位）を行う家庭生
活支援員を派遣します。（利用者負担
あり。0円～1,800円）

継続実施
○生活援助
450時間
○子育て支援
2,000時間

実施時間数　　　【22】　　　　     【23】　 　　 　　【24】　　　　　    　【25】　   　　　    【26（見込み）】
生活援助　　 325.5時間　→　255.5時間　→    495.5時間　→　   421時間　 →   　340時間
子育て支援　1,747時間　→　1,501時間　→　1,591.5時間　→　1680.5時間　→　 1,811時間

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・概ね目標回数を達成し、ひとり親の心
理的、身体的負担を軽減することができ
た。

・ヘルパー派遣希望登録
者を増やすため、制度の
周知に努める。

61 継

ひとり親家庭生活支援事
業

母子家庭や父子家庭の精神的支援
や生活の安定を図るため、児童が悩
みを気軽に相談できる大学生等（ホー
ムフレンド）を派遣して、生活面での指
導を行います。

継続実施
○ホームフレンド30
名
○派遣先世帯36世
帯
○派遣回数192回

                      【22】　　　　 【23】　 　　【24】　　　　　【25】　      【26（見込み）】
ホームフレンド　　42名　 →    38名　 →   33名　 →   28名　→     27名
派遣先世帯　　 38世帯 　→ 33世帯  → 27世帯　→ 35世帯  →  24世帯
派遣回数　    　  216回 　→ 254回　 →  243回　→  224回　→   197回

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・派遣回数が目標を上回り、子どもの精
神的フォローができた。

・ホームフレンド利用希望
登録者を増やすため、制
度の周知に努める。

62 継
父子家庭
母子家庭

父子家庭等福祉対策促
進事業補助金

父子家庭やひとり親家庭の交流事業
を行う団体に対し、事業費を補助しま
す。

継続実施
○補助対象1団体
（母子会のみ）

                 【22】　　　　 【23】　 　　【24】　　　　　【25】　      【26（見込み）】
補助対象　　　2団体　→　1団体　→　1団体　→　1団体　→　1団体

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・ひとり親家庭の交流の場を提供するこ
とができた。

・引き続き、ひとり親家庭
同士の交流の場を提供し、
ひとり親家庭の福祉の増
進を図る。

63 継
母子家庭
寡婦
父子家庭

母子家庭等就業・自立支
援センター運営事業

母子家庭等の就業・自立を図るため
の事業を実施します。
（母子家庭、寡婦のみ対象の事業）
就業相談、職業紹介、就業支援講習
会など
（母子家庭、寡婦、父子家庭が対象の
事業）
特別相談会、養育費等の相談、養育
費セミナー、就業支援セミナー

継続実施
○設置個所1か所
※静岡県、浜松市と
共同設置

　　　　　　 　【22】　　　　 【23】　 　　【24】　　　　　【25】　      【26（見込み）】
設置箇所　　1か所　→　1か所　→　1か所　→　　1か所　→　1か所
※静岡県、浜松市と共同設置

概ね達成できる見込
み

Ａ Ａ

・静岡県、浜松市との３者共同で自立支
援センターを設置し、生活や就業の相
談、セミナーや講習会の実施により、ひ
とり親の自立につなげることができた。

・引き続き、ひとり親からの
相談に適切に対応し、ひと
り親の就業・自立を支援し
ていく。

母子家庭

母子家庭
寡婦

母子家庭
父子家庭

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業
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施策目標１「子どもを安心して生み、育てることができる環境づくり」
基本施策４「子育てに配慮した生活環境の整備」

64 継

公立保育園建替事業 老朽化している園舎について、建替工
事を実施し、災害時等に収容避難所
として相応しい建物にするとともに、乳
幼児の安全な環境を確保します。

未実施園５園実施 　　　　　　 　【22】　　 【23】　 　【24】　　　【25】　     【26（見込み）】
実施園数　　3園　→　2園　→　24年度以降整備なし
実施園　服織保育園、清水飯田南保育園、清水原保育園、清水飯田東保育園(2か年整備含む）

達成

A A

・目標どおりに実施した。 ・アセットマネジメントをふ
まえた建替計画を策定して
いく。

65
継
ま

私立保育園の耐震補強
推進

耐震性に劣る私立保育園の耐震補強
工事の一部を補助することにより、乳
幼児の安全な環境を確保します。

未実施園６園実施  　　　　　　　【22】　　 【23】　 　　【24】　　　【25】　   【26（見込み）】
実施園数　　2園　→　1園　→　1園　　→　1園　→　1園
実施園　麻華保育園、ふたば保育園、風の子保育園、麻機保育園、矢部保育園、こぐま保育園

概ね達成できる見込
み

A A

・目標どおり６園の耐震補強を実施した。 ・未実施園について、計画
的に耐震補強を推進して
いく。
（ただし、新計画において
は、保育施設整備事業とし
て位置付け）

66 継

静岡地域材活用促進事
業

木造公益的施設（保育園、幼稚園等）
を建設する際、一定の条件を満たした
場合に建築用木材を提供します。

継続実施 　　　　　　　　【22】　　 【23】　 　　【24】　　　【25】　   【26（見込み）】
実施園数　　2園　→　2園　→　　1園　→   0園　→　継続実施
実施園　清水白百合幼稚園、若杉幼稚園、静岡ホーム、るり幼稚園、丸子幼稚園

※26年度から、子育て支援以外の福祉施設等にも補助対象を拡大し実施。

概ね達成できる見込
み

Ａ B

・毎年度2件の施設への補助を予定して
いたが、平成24年度以降は他の補助制
度との競合により、事業利用者が減少し
た。

・事業利用者の減少によ
り、制度を見直し、子育て
支援以外の福祉施設等に
も補助対象の拡大を図る。

67
継
ま

私立保育園の園庭グ
リーン化事業

私立保育園の園庭芝生化に対して補
助することにより、芝生化を促進し、児
童の体力向上、保育環境の向上、地
域コミュニティの活性化を図ります。

８園×２年間＝16園
５園×２年間＝10園
計26園程度

　　　　　　　　【22】　　 　　【23】　 　【24】　　　【25】　   【26（見込み）】
実施園数　　未実施　→　7園　→　2園　→　1園　→　5園
実施園　小鹿保育園、ほのぼの保育園、清水みらい保育園ほか

目標未達成

C B

・実施園数は目標数を下回ったが、児童
の体力向上や保育環境の向上等を図る
ことができた。

・園庭面積や日当たり等の
関係で芝生化に不向きな
園が多く、実施希望園が少
なくなっている。

68 継
0歳～就
学前
保護者

公共施設への授乳室・お
むつ替えスペース等整
備

市で新設・建替等を行う公共施設につ
いては、公共施設の利用しやすさに
配慮し、授乳室やおむつ替えスペー
ス等の確保に努めます。

全庁的な取組への
周知

新設・建替時に建物用途を勘案しつつ、授乳室やおむつ替えスペース、多目的トイレ等の設置に配慮するよう推
進した。

達成

A A

・親子の利用が多い公共施設（区役所、
るくる、まある他）を中心に、新設・建替
時に授乳室やおつむ替えスペース、多目
的トイレの設置を推進し、利便性の向上
に取り組んだ。

・今後も利便性の向上のた
めに、継続的に取り組みを
推進する。

69 継

特定優良賃貸住宅子育
て支援制度

特定優良賃貸住宅において、子育て
に適した良好な住環境を提供するた
め、新規入居世帯で収入基準を満た
しており、小学校6年生以下の子ども
を扶養している世帯に対し、家賃減額
補助を実施します。

70件程度 　　　　　　　　【22】　 　　【23】　 　　【24】　　　【25】　 　  【26（見込み）】
入居件数　　32件　→　37件　→　44件　→　57件　→　54件

概ね達成できる見込
み

Ｓ Ｓ

・家賃補助により子育て家庭の負担軽減
を図ることによって、5か年で目標を上回
る入居となり、安心して子育てができる
環境づくりに寄与することができた。

・引き続き制度周知のため
の広報活動により入居戸
数の維持に努める。

70 継

子育て支援期限付き入
居制度

公営住宅において、子育てに適した
良好な住環境を提供するため、40歳
以下の若年世帯で小学校6年生以下
の子どもを扶養する世帯に対し、期限
付き入居制度を実施します。

入居件数
172件程度

　　　　　　　【22】　　　【23】　 　　【24】　　 　【25】　    【26（見込み）】
入居件数　42件　→　22件　→　36件　→　41件　→ 31件

概ね達成できる見込
み

A B

・募集に対する入居率が７割程度となっ
ている。

・継続して実施していく

71 継

子育て世帯住宅購入資
金利子補給事業

市内に定住したいと考えている子育て
世帯に対し、子育て期間中の住宅
ローン利子の一部を補給することで、
住宅を購入しやすい環境を整えます。

継続実施
（利用者数　410件）

　　　　　　　　【22】　　　【23】　 　　【24】　　 　　【25】　    【26（見込み）】
利用者数　　25件　→　187件　→243件　→　293件　→　373件
※平成22年9月1日より募集開始。

概ね達成できる見込
み

A A

・各年度申請者数は翌年度以降漸減し
ているものの、５年間の実利用者数で目
標をほぼ達成する見込み。
・アンケート調査（対象；H22～H24申請
者）の結果から、概ね満足している旨
（88％）の評価が得られた。

・引き続きH25申請者を対
象にアンケート調査を行
い、これまでの調査結果を
補完し、事業効果のさらな
る検証に努める。

72 継

子育て世帯優先宅地分
譲事業

公営住宅の建て替え等で生じた跡地
について、子育て世帯に優先的に提
供することにより、個人住宅を購入し
やすい環境を整えます。

計30区画程度を提
供

　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　 　　　【24】　　 　【25】　    　【26（見込み）】
提供区画数　　8区画　→　6区画　→　2区画　→　2区画　→　3区画

目標未達成

Ｂ A

・土地購入者にアンケートを実施したとこ
ろ、多くの方から『購入に満足している』
という回答を得た。

・継続して実施していく

73 継

就学前
小学生
中学生
高校生

学校の安全対策 園児や児童、生徒が安全で安心して
生活が送れるよう、学校保健安全法
に基づく安全点検を実施します。

毎年度、全幼・小・
中・高校145校で実
施

　　　　　　　　【22】　　　　【23】　 　　　【24】　　 　【25】　 　   【26（見込み）】
実施校数　　146校　→　146校　→　146校　→　145校　→　145校

※市内の全幼・小・中・高校で実施

概ね達成できる見込
み

A A

・市内の全幼・小・中・高にて、年３回の
安全点検実施を計画しているが、全年度
において、計画通り点検の実施ができて
いる。

・小学校では遊具の遊び
方による事故、中学校では
部活動中に起こる事故が
多い。安全点検だけでな
く、利用に関しての指導を
継続させる必要がある。

74 継 市民

子育て世帯居住支援情
報提供事業

子育て世帯に対する居住支援の情報
を集約し、情報提供を行うことにより、
住宅の購入及び賃借をしやすい環境
を整え、子育て世帯の市内定住の促
進を図る。

継続実施 毎年度関連情報の収集を行うとともに、適宜ホームページの更新を行い情報提供を実施。

※23年度：ホームページ開設、民間企業へアンケート実施。

概ね達成できる見込
み

A A

・情報収集、ＨＰの更新を行った。 引き続き、情報収集、ＨＰ
の更新による情報提供を
行う。

0歳～就
学前

0歳～小
学生
保護者

今後の課題、取組等
目標の

達成見込み
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
評価の理由等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業
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施策目標２「子育てと仕事の両立を支援する環境づくり」
基本施策１「多様な保育ニーズに対応するための支援」

75
拡
重
ま

0歳～2歳

待機児童解消事業 年度途中において、保育園の入所要
件があるにもかかわらず、入所を希望
する保育園の定員超過等により入所
できない0、1、2歳児を待機児童園で
一時的に預かります。

３か所（各区１か所） ３か所（各区１か所）整備
葵区：葵待機児童園　26年10月運営開始予定　定員24人
駿河区：駿河待機児童園「おひさま」　22年10月運営開始　定員72人
清水区：清水待機児童園「まりん」　　25年10月運営開始　定員48人

概ね達成できる見込み。

A A

・目標どおりに実施した。 ・３区に待機児童園を設置
し一定の効果が得られた
が、待機児童の解消に
至っていないことが課題で
ある。

76 継

一時預かり事業（子育て
支援センター）

家庭における保護者の疾病や育児疲
れ等により一時的に保育が必要とな
る場合、静岡中央子育て支援セン
ターや清水中央子育て支援センター
で子どもを一時的に預かります。

２か所 　　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　 　　　【24】　　  　【25】　 　   【26（見込み）】
実施か所数　　　2か所　→　2か所　→　2か所　→　2か所　→　2か所
実施か所　静岡中央子育て支援センター、清水子育て支援センター

達成

Ａ Ａ

・各年度にわたり、円滑な運営を実施。
土日や夜間も開設しており、子育て家庭
にとって心強い支援事業として役割を果
たした。

・近年、発達が気になる子
どもを保育する機会が増
加しており、こういった子ど
もへの対応が課題である。

77
継
ま

通常保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理
由により、子どもが保育に欠ける場合
において、保育園で保育を行います。

○３歳未満児
4,237名
○３歳以上児
5,907名

　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　 　　　【24】　　   　【25】　 　      【26（見込み）】
実施園数　　  　104園 →   104園　→   104園　→ 104園　　 →　104園
３歳未満児　　4,454名 → 4,504名 → 4,506人  → 4,543人　 →　4,376人
３歳以上児　　7,371名 → 7,224名 → 7,179人  →　7,136人　→　7,156人

※104園＝公立45園　私立59園

概ね達成できる見込み。

A A

・目標どおりに実施した。 ・保育環境充実のための
施策検討が課題である。

78 継

山間地保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理
由により、子どもが保育に欠ける場合
において、保育園で保育を行います。

継続実施                　【22】　　【23】　 　【24】　　 【25】　 　 【26（見込み）】
実施園数　　　2園　→　2園　→　2園　→　2園　→　2園

達成

A A

・目標どおりに実施した。 ・保育環境充実のための
施策検討が課題である。

79 拡

延長保育事業 保護者の就労形態の多様化、長時間
の勤務等に対応するため、通常の保
育時間を超えて概ね午後7時までの
延長保育を実施し、子育てと就労の
両立を支援します。

６７園 　　　　　　　【22】　　　【23】　　 　【24】　　　 【25】　 　 【26（見込み）】
実施園数　64園　→　66園　→　67園　→　67園　→　70園

※計画期間における新規実施園
　22～25年度： 清水聖母保育園、清水みらい保育園、麻機保育園、こすもす保育園
　26年度（予定）：上土保育園、高松保育園、美和保育園

概ね達成できる見込み。

A A

・目標どおりに実施した。 ・保育士の確保が課題で
ある。

80 継

障害児保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理
由により保育に欠け、心身に障害の
ある子どもを保育園において一般の
子どもとともに集団保育します。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　【23】　 　　【24】　　  【25】　 　   【26（見込み）】
中心となる指定園の数　　14園　→　13園　→　13園　→　13園　→　13園

※指定園を中心に、各施設の状況に応じて対応。

達成

A A

・目標どおりに実施した。 ・保育士の確保、施設面の
充実等が課題である。

81
継
重

一時預かり事業（保育
園）

通常保育園を利用していない家庭に
おける保護者の疾病や育児疲れ等に
より一時的に保育が必要となる場合、
保育園で子どもを一時的に預かりま
す。

１０４園（全園実施） 　　　　　　　　【22】　　　【23】　 　　【24】　　  　【25】　 　  　 【26（見込み）】
実施園数　　98園　→　99園　→　100園　→　100園　→　100園

概ね達成できる見込み。

A A

・実施園数は目標数を下回ったものの、
実施園を２園増やすことができた。

・保育士の確保、施設面の
充実等が課題である。

82 継

ファミリー・サポート・セン
ター事業

学校等への送迎、一時的・緊急的な
預かりなどを必要とする子育て家庭に
対し、会員組織の相互援助によるサ
ポートを行います。

会員数　4,300人 　　　　　　　　【22】　　  　　【23】　 　　　　【24】　　  　   【25】　 　  　    【26（見込み)】
会員数　　　 3,458人　→　3,561人　→　3,731人　→ 　3,843人　→　　4,000人
講習会　　　   　6回　　→　　　6回  　→　　　6回　  →　　   4回　　→   　　3回
会員交流会   　1回　　→　　　1回  　→　　　7回　  →　　   4回　　→　　   4回

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・各年度にわたり、円滑な運営を実施。
子育て家庭のニーズの多様化にも対応
し、保育園や児童クラブなど施設型の事
業を補完する事業として重要な役割を果
たした。

・保育等の支援に当たる
「まかせて会員」の増加、
「まかせて会員」の研修内
容の充実が課題である。

83 継

緊急サポートセンター事
業

病気中若しくは病気の回復期にある
子どもを保育してくれる会員と預けた
い会員による会員組織の相互援助に
よるサポートを行います。

会員数　900人              【22】　　  　【23】　 　　　【24】　　  　  【25】　 　      【26（見込み)】
会員数　  805人　→　993人　→　1,154人　→　1,209人　→　1,300人

概ね達成できる見込み。

Ｓ Ａ

・各年度にわたり、円滑な運営を実施。
利用者ニーズの多様化に対応し、緊急
時に子どもを預かる事業として重要な役
割を果たした。

・保育等の支援に当たる
「まかせて会員」の増加、
「まかせて会員」の研修内
容の充実が課題である。

84
拡
ま

就学前

病児・病後児保育事業 子どもが病気中若しくは病気の回復
期であり、集団保育が困難な期間に、
その子どもの一時預かりを行い、保護
者の子育てと就労の両立を支援しま
す。

３か所（各区１か所） 　　　　　　　　　　【22】　　 　　　【23】　 　　　　   【24】　　  　  【25】　 　      【26（見込み)】
実施か所数　　　　1か所　→　　 1か所　　→　   1か所　→　   2か所　→    2か所
利用者数　　　　延297人　→　延256人    →　延232人 →　延321人　→  延455人

※設置か所　葵区及び清水区に各1か所（清水病児・病後児保育室は平成25年10月から運用開始）

目標未達成

B B

・実施園数は目標数を下回ったものの、
清水区に新規に設置しし、保護者の子
育てと就労の両立を支援することができ
た。

・小児科医院など、病児も
対応可能な実施先の確保
が課題である。

85 継

放課後児童クラブの運営 保護者が就労等により昼間家庭にい
ない児童（概ね小学1～3年生）の健全
な育成を目的に、小学校や児童館等
に専用室を設けて、家庭に代わる遊
びや生活の場を提供します。

継続実施
※クラブ数　75か所
※受入可能人数
4,526人

    　　　　　　　　【22】　　  　　【23】　 　　　　【24】　　  　 【25】　 　     【26（見込み)】
クラブ数　　　　　74か所　 →　75か所　→　 75か所  → 76か所　 →　76か所
受入可能人数　4,445人　→　4,526人　→　4,509人　→ 4,578人　→　4,578人

※利用対象者は小学生1年生～3年生。

達成

Ｓ Ａ

・放課後児童クラブ数、受入れ可能人数
ともに目標値を上回った。

・新制度の事業計画におい
て、ニーズ量に対応する確
保方策を策定することが課
題である。

86
継
重

放課後児童クラブの整備 待機児童の多いクラブや環境整備が
必要なクラブを中心に整備します。

各クラブの待機児童
の状況等により、拡
張して対応する。

3か所の児童クラブを拡張したほか、夏休みの長期休暇中のニーズに対応するため、臨時の児童クラブを開
設しサービスを提供した。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・待機学童の状況を踏まえ、拡張が可能
なクラブにおいて整備を実施し、受け入
れ枠を拡大した。

・新制度の事業計画におい
て、ニーズ量に対応する確
保方策を策定することが課
題である。

87 新
０歳～小
学校入学
前

事業所内保育施設設置
費助成事業

子育て等による離職者の減少や、女
性が活躍できる環境整備を推進する
ため、事業所内保育施設を設置する
企業に対し助成金を支給します。

１事業所 26年度から実施。1事業所に対して助成金を支給する見込み。 概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・今年度新規の事業であり、市ＨＰ、チラ
シ等による周知広報を行うとともに、事業
所内保育施設を設置する企業に対し助
成金を支給した。

・更なる周知が課題であ
る。
・子ども子育て関連法の動
向を注視し、今後の取組を
検討する。

0歳～就
学前

0歳～小
学生

小学生

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業
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施策目標２「子育てと仕事の両立を支援する環境づくり」
基本施策２「多様な働き方の実現に向けた取組の推進」

88 継 全市民

仕事と家庭両立支援セミ
ナー等の開催

職業生活と家庭生活との両立に役立
つ知識、心構え等を学ぶセミナー等
の開催を通して、就労環境の改善を
奨励します。

継続実施
セミナー開催の代わ
りにキャンペーンを
実施。

                 【22】　　　　　【23】　 　　【24】　  　【25】　 　 【26（見込み）】
開催回数　　　2回　　　→   1回　 →　1回    →　1回　→　セミナー開催に代わり啓発キャンペーンを実施
参加者数　　　126人 　→　23人　→　39人   →　255人
※H22は、市単独開催の他に、県との共催（1回　参加者101人）を含む。
※H25は、県との共催のみ実施。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・各区役所に加え、子育て支援センター
においてもキャンペーンを実施すること
で、より広く市民に啓発を行うことができ
た。

・継続して実施するととも
に、各区役所以外の展示
場所を開拓することが課題
である。

89
継
重

ワーク・ライフ・バランス
啓発事業

一人ひとりがやりがいや充実感を感じ
ながら働き、仕事上の責任や生産性
の向上に努めるとともに、家庭や地域
生活などにおいても多様な生き方が
選択できるような社会を実現するた
め、講演会やシンポジウムなどの啓
発事業を開催します。

毎年度、講演会等１
回以上開催。

年度毎に、取り組む内容を検討し、次のような事業を実施した。
・女性会館での講座開催
・市民向け啓発講演会の開催
・企業を対象とした講座の開催
・啓発キャンペーン
・ワーク・ライフ・バランス推進シンポジウム
・意識調査（庁内職員を対象）
・広報紙への特集記事掲載

概ね達成できる見込
み。

A A

・シンポジウムに経営者、従業員等、幅
広く多くの市民が参加しワーク・ライフ・バ
ランスの啓発に寄与することができた。

・講演会やシンポジウムに
依らない別の手法を用い
た啓発活動の企画立案が
課題である。

90 継

定時退庁・定時退社キャ
ンペーンの実施検討

定時退庁・定時退社キャンペーンにつ
いて、他都市の実施状況等を調査し、
その実施方法等について検討しま
す。

計画期間内にキャン
ペーン実施方法等に
ついて決定。

平成23～24年度：他都市の状況等調査を実施し、キャンペーンの実施方法を検討。
平成25年度
・街頭にて啓発キャンペーンを実施するとともに、、関係情報のパネル展示展、啓発物の配付を行った。
・ワーク・ライフ・バランス推進シンポジウムにおいて、定時退庁・定時退社の啓発活動を行った。
※本事業は、23年度から取り組み。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・計画目標を達成した。 ・啓発物の工夫や、今後の
更なる効果的なＰＲ方法な
どを検討する必要がある。

91 継 事業所

ワーク・ライフ・バランス
推進事業所表彰事業

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
た取組を積極的に推進している市内
事業所を表彰するとともに、その取組
内容を市ＨＰ等で広く紹介します。

継続実施 　　　　　　　　　　　【22】　　　　　　【23】　 　          　【24】　　     　 【25】　 　  　  【26（見込み）】
表彰事業所数　　大賞3社　→　　大賞1社　  → 　大賞1社　   →　大賞2社　→　大賞1社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別賞1社　　　 特別賞1社　　　　　　　　　　　　特別賞1社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  奨励賞1社　　　 奨励賞1社　　　　　　　　　　　　奨励賞1社

※事業所の取り組みについて、ＨＰ等にて広く紹介した。
※26年度から表彰の内容変更を行い、特別賞を女性の活躍応援とした。

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・受賞企業について積極的な広報を行う
ことができた。

・継続して実施する。また、
更なる周知・広報が課題で
ある。

目標の達成見込み
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

全市民
事業所

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

掲載
No

区
分

対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 評価の理由等 今後の課題、取組等
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
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施策目標２「子育てと仕事の両立を支援する環境づくり」
基本施策３「男性の子育ての推進」

92 拡
0歳～小学生
とその保護者

子育てパパトーク事業 普段仕事が忙しい等の理由で子ども
と触れ合う機会が少なかったり、子育
てに携わっていない父親が、子どもと
一緒に参加し、親子で遊びふれあうと
ともに、子育てに関する情報提供や子
育て相談も実施し、母親の子育ての
軽減や父親同士の交流、男性の子育
ての推進を目的に実施します。

市内20か所で実施                      【22】　　　　【23】　 　 　【24】　  　  【25】　 　 　 【26（見込み）】
実施か所数　　　5か所　→　5か所　→　6か所　→　4か所　→　5か所

目標未達成

Ｃ Ｂ

・実施地区数は目標を達成できなかった
が、実施した地区では親子のふれあい
遊びや季節行事等を行うことにより、母
親の育児負担の軽減や父親と子の交流
を図ることができた。

・父親の参加促進や運営
スタッフの確保に関する取
り組みが必要となってい
る。

93 継
保護者（父
親）

「父親のワーク・ライフ・
バランス」（父親向けハン
ドブック）の配布

仕事と家庭（子育て）の両立には父親
の協力が必要であるため、父親の子
育てへの関わり方・役割などを掲載し
た啓発冊子「父親のワーク・ライフ・バ
ランス」を各種イベントの際に配布しま
す。

隔年で最新版を作成
し、毎年度、関係機
関や各種イベント時
に配布

　　　　　　　　　　【22】　　　 【23】　 　　【24】　  　【25】　  　 【26（見込み）】
配付の有無　　　配付　→　配付　→　配付　→　配付　→　配付

※3,500冊作成（隔年）

概ね達成できる見込
み。

A A

・様々なイベント時や関係機関へ配布
し、子育てにおける父親の役割やワー
ク・ライフ・バランスの周知に努めた。

・継続して実施していく。

94 継 全市民

情報誌「パザパ」の発行 地域社会や事業所、学校における男
女共同参画の推進に関する情報を取
り上げ、市民生活における男女共同
参画について啓発を進めるため、情
報誌「パザパ」を年２回発行します。

継続実施                  【22】　　　【23】　 　【24】　 　【25】　　 【26（見込み）】
発行回数　　　2回　→　2回　→　2回　→　2回　→　2回

※発行部数　4,100部／回

達成

A A

・時宜にかなった特集テーマを企画し、
市民や事業所に対して意識啓発を行うこ
とができた。

・掲載記事について、広く
市民の興味・関心を引く
テーマ設定が必要である。

評価の理由等 今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

総合評価
(Ｓ～Ｃ)
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施策目標３「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」
基本施策１「子どもの健やかな心身をはぐくむための支援」

95 継

栄養相談 妊娠期の食事や産後の離乳食・幼児
食における不安や悩みについて、各
保健福祉センターで面談や電話によ
り、個別に相談を受けます。

継続実施                　　      【22】　　　　【23】       【24】    　  【25】　　　　【26(見込み)】
相談件数      　  420件 →　472件 →　577件　→　465件　→　508件
※葵区及び駿河区は随時相談対応、清水区は定期的に相談日を設定して実施

達成

A A

・健診や育児相談、育児教室の際に、電
話相談のできる連絡先を伝えたことで、
相談件数が安定してきている。
・また、個別に相談対応することから、丁
寧な対応ができた。

・現在の取り組みを継続す
る。
・今後も相談窓口となる各
健康支援課の連絡先を、
健診や教室の際に周知し
ていく。

96 継

訪問栄養指導 各種健診や保健師訪問により、妊娠
期の食事や産後の離乳食・幼児食等
について不安がある、若しくはフォ
ローが必要と判断され来所での面談
が困難な場合、訪問による個別指導
を行います。

継続実施      　                       　　　　    【22】　　【23】     【24】     【25】　　【26(見込み)】
訪問栄養指導件数         　 　  4件→　　4件→　　5件→　　5件→　　4件

達成

A A

・保健師が栄養指導の同行訪問が必要
と判断し、対象者から了解がが得られた
場合に、訪問による栄養相談を行ってい
る。相談件数としては少ないものの、適
切な時期に対応ができ、不安軽減に繋
げることができた。

・同行訪問であるため、件
数が伸びない。
・対象となる妊産婦に同行
訪問ができることを伝える
ことが必要である。
・栄養士単独での経過観
察が必要なケースについ
ては電話でのサポートを強
化していく。

97 継

乳児健康診査の実施 生後4か月児や10か月児に対し、乳児
の疾病の早期発見と適切な保健指導
を図るため、公費負担の受診票を交
付し、医療機関への受診を勧奨しま
す。

○４か月児受診率
98.0％

○10か月児受診率
93.0％

○４か月児健診        　　　【22】　　　　【23】    　　　 【24】    　　　 【25】　　　　【26(見込み)】
対象者数　　　　　　　　　　　　 -　→　　5,865人→　　5,526人→　　5,517人→　　5,650人
受診者数　　　　　　　　　　5,705人→　　5,748人→　　5,387人→　　5,406人→　　5,581人
受診率　　　　　　　　　　　　98.1％→　　 98.0％→　 　97.5％→　 　　98.0％→　　 97.9％

○10か月児健診             【22】　　　　【23】    　　　 【24】    　　　 【25】　　　　【26(見込み)】
対象者数　　　　　　　　　　　 　-　→　　5,952人→　　5,648人→　　5,517人→　　5,400人
受診者数　　　　　　　　　　5,285人→　　5,514人→　　5,265人→　　5,084人→　　5,273人
受診率　　　　　　　　　　　　 91.7％→　　 92.7％→　　  93.2％→　　 92.2％→　　 92.5％

概ね達成できる見込
み。

A A

・毎年、目標値をほぼ達成している。 ・４か月児健診に比べ、10
か月児の受診率が低いた
め、受診勧奨を促す必要
がある。

98 継

9か月児歯の教室の開催 9か月前後の乳児を対象に、むし歯予
防やお口の発達に関する教室や相談
を開催します。

継続実施                             　　　　　    【22】　　　　　　【23】    　　 　【24】   　　　　  【25】　　【26(見込み)】
開催回数　　　　　　         　 　  　104回→　　　 102回→　　　102回→　　　102回→　　　102回
参加者数　　　　　　　　　　　　　　2,415人→　　2,358人→　　2,274人→　　2,221人→　　2,230人

達成

A A

・計画どおり、継続実施できている。 ・実施時期（月齢）や実施
内容が適当であるか等市
民ニーズを把握した上で、
より効果的な事業内容を
検討し、実施をする。

99 継

先天性代謝異常等の検
査の実施

市内医療機関等で出生する新生児に
対し、フェ二ールケトン尿症等の先天
性代謝異常による障害の発生予防や
異常の早期発見のため、その検査を
保護者が希望した場合、市は検査費
用を負担します。

継続実施                             　　　　　 　　　   【22】　　　　　【23】  　　　　 【24】 　　　 　 【25】　　　　【26(見込み)】
先天性代謝異常検査      　 　  　　　6,692件→　　6,532件→　　6,252件→　　6,308件→　　6,500件
先天性甲状腺機能低下症検査　 　  6,614件→　　6,487件→　　6,200件→　　6,340件→　　6,500件
ガラクトース血症検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3,099件→　　6,500件
副腎過形成症検査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3,117件→　　6,500件

※平成25年10月からﾀﾝﾃﾞﾑﾏｽ法を導入

達成

A A

・計画どおり、継続実施できている。 ・疾病が発見された場合に
は、行政、静岡県予防医
学協会（委託先）、かかり
つけ医、総合病院の連携
協力が不可欠であるため、
静岡県こども家庭課を中
心に１回／年、意見交換会
を実施し、地域連携を図っ
ていく。

100 継
0～3歳
保護者

新生児・乳幼児訪問事業 新生児・乳幼児の健康を守るため、保
健師・助産師が家庭を訪問し、発育、
栄養、生活環境又は疾病予防等に関
し必要な保健指導を行います。

継続実施                             　　    【22】　　　　　【23】   　　　  【24】   　　　  【25】　　　【26(見込み)】
産婦訪問（延べ）       　   5,632人→　　6,089人→　　5,824人→　　6,099人→　　6,050人
乳幼児訪問（延べ）       10,930人→　 11,624人→　12,194人→　 11,169人→　11,150人

達成

Ａ Ａ

・出生数やフォロー数により実績数が左
右されることを考慮すると、訪問等による
支援の実績は期待通りである。

・幼児健診フォロー児の訪
問での接触が出来にくい
状況にあり、対応の検討が
必要である。

101 継

乳幼児むし歯予防事業 市と歯科医師会との協働により、乳幼
児とその保護者を対象としたむし歯予
防事業を実施します。

継続実施                             　　　　　    【22】　　　　　　【23】    　　　 【24】   　　　  【25】　　　　【26(見込み)】
母親教室参加者数        　 　  　1,258組→　　1,336組→　　1,452組→　　1,557組→　　1,380組
むし歯予防教室参加者数　　　    　756人→　　　610人→　　877組 →　　 358組→　   　360組
むし歯予防教室開催回数　　　　　　　22回→　　　　17回→　 　17回→　　　17回→　　     17回
マタニティ教室参加者数　　　　 　　341人→　　　514人→　 　№７へ
マタニティ教室開催回数　　　　　　　 23回→　　　 28回→　 　№７へ
歯みがき巡回指導参加者数　　 10,484人→　11,175人→　　№111へ
歯みがき巡回指導実施園数　　　 　111園→　　　123園→　　№111へ

達成

A A

・市と歯科医師会の協働のもと、継続し
た実施が見込まれている。

・参加者数が少ない地域
があるため、他事業等によ
り積極的な事業PRを行う。
・また、関係団体との協議
のもと、より効果的な事業
内容を検討し、歯科医院で
の定期的な管理に繋げ
る。

102 継

おやこ食育教室の開催 規則正しい食習慣のすすめ、おやつ
の内容と適量、食事における悩み等
のテーマに基づき、紙芝居やエプロン
シアターを取り入れた講話と調理体
験、試食を行います。

継続実施                             　　 【22】　　　【23】　　 【24】　 　 【25】　　　【26(見込み)】
開催回数      　 　  　　　26回→　　25回→　　25回→　　25回→　　25回
参加者数　 　　　　　　　　　　　　　　187組→　210組→　221組→　185組
※市内全保健福祉センターで実施

達成

A B

・おやこ食育教室を通して、食への興味
を持たせる工夫、家庭における食育の実
践方法を伝えることができた。しかしなが
ら、現時点では参加者数が減少している
ため、総合評価をBとした。

・地域によっては参加者が
少ないことから周知が必要
である。昨年度より保育園
やスーパー等にチラシを配
布したが、効果には地域差
がみられる。健診や所外
育児相談等でもチラシを配
布するなど周知に努め、参
加者の増加を図る。

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み

妊産婦
保護者

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

0歳

0歳～就
学前
保護者
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

103 継
0歳～小
学生
保護者

親子参加型教室等の開
催

気楽に親子でスポーツをする機会を
つくり、子どもの健全な心身の育成と
向上心を高め、同世代の親の交流を
図ることを目的とし、各体育館、運動
場又はプール等を利用し、指定管理
者主催によるスポーツ教室を開催しま
す。

継続実施                             　　 　　　　　　【22】　　　　　　　　　【23】　　　　 【24】　 　　 【25】　　　　【26(見込み)】
体育館で開催      　 　  　　　11教室→　　　　　　　　252回→　　252回→　　250回→　　約250回
運動場・プールで開催　 　　　2教室を年3・4期→　　138回→　　136回→　　131回→　　約134回

達成

A A

・継続的に教室を開催できており、親子
や親同士の交流、親子一緒の運動の機
会を提供できている。

・本事業の更なる周知を図
る。

104 継
0歳～概
ね18歳

予防接種の実施 感染症の発生やまん延を防ぐため、
児童等に対して予防接種を実施しま
す。

継続実施 ○定期接種　　　　　  　　　　　【22】　　　　　　【23】    　　　 【24】   　　　　　  【25】　　　　　　　　【26(見込み)】
実施件数　　　　　　　　　　103,220件→　　100,900件→　　99,730件→　　74,952件（旧）→　　73,800件（旧）

○子宮頸がん等ワクチン接種事業による任意接種（平成22年度は2月から3月まで）
実施件数　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　　【23】    　　　 【24】   　　　  【25】　　　　【26(見込み)】
①子宮頸がん予防　　　　　2,936件→　　21,161件→　　　7,789件→　　　1,421件→　　 1,500件
②ヒブ　　　　　　　　　　　　 　4,768件→　　26,395件→　　24,184件→　　23,584件→　　23,947件
③小児用肺炎球菌　　　　　5,137件→　　31,553件→　　24,431件→　　22,717件→　　23,947件

達成

Ａ Ａ

・制度の改正や、副反応の報道等で状況
が変化しているが、おおむね想定通りの
接種件数となっている。

・今後も制度改正や、新ワ
クチンの導入等、状況が変
化することが想定されるた
め、接種勧奨や、制度の周
知等を行っていく。

105 継

児童館の運営 各種教室や読み聞かせ、クラブ活動
など、児童に健全な遊びを提供するこ
とにより、児童の健康を増進して情操
を豊かにするとともに、地域における
児童健全育成の拠点として運営しま
す。

市内11館で実施
小型児童館（５館）
児童センター（６館）

                            　　　　　 　　　   【22】　　　　　【23】  　　　　 【24】 　　　　 　 【25】　　　　　【26(見込み)】
延べ来館者数      　 　  　　　357,172人→　　338,406人→　393,792人→　376,850人→　11館で継続実施
※平成24年5月に草薙児童館が開館し、11館体制となる。。

概ね達成できる見込
み。

A A

・目標通りの運営を実施できたことに加
え、児童館利用者の満足度調査では、
常に前年を上回る結果となっている。

・施設の老朽化が進んでい
るため、大規模修繕を検討
する必要がある。

106 継

児童館の整備 市域全体の均衡や地域性、地域の児
童数などを勘案し、現在児童館が配
置されていない旧清水市域に整備し
ます。

1館
※草薙児童館

平成24年5月　草薙児童館開館。 達成

A A

・目標通りの整備が行えたことに加え、
旧清水市域で初めての児童館として開
館し、多くの方に利用していただくことが
できた。

・清水区南部児童館（仮
称）の整備に向け、関係各
課と協議を行うとともに、
ワークショップに参加し、地
域住民の児童館への意見
を伺う。

107 継

児童遊び場整備への補
助

自治会や町内会が管理運営している
児童遊び場の整備や遊具等の新設・
修繕などへの補助を行います。

継続実施                             　　　　    【22】　　　　　【23】   　　　  【24】   　　　  【25】　　　【26(見込み)】
児童遊び場       　 　　　　　　  88か所→　　88か所→　　87か所→　　86か所→　　85か所
遊具修繕等     　　　　　　　　　　   9件→　　　　 9件→　　　 15件→　　　 11件→　　　 10件

達成

A A

・児童遊び場の管理運営を行っている自
治会・町内会に対し、適切な補助を実施
したことにより、遊具修繕等が適切に行
われた。

・少子化や児童の生活スタ
イルの変化により利用児
童が減少しており、廃止や
縮小を含めて簡易児童館
の今後のあり方を自治会
等と協議の上、検討して行
く必要がある。

108 継
0歳
保護者

産後ケア事業 出産後の母体保護を目的とし、日常
生活における保健指導が必要な母子
に対し、助産所において産婦の母体
管理、生活指導及び沐浴その他の育
児指導を行います。

継続実施                             　　　　    【22】　　　【23】　　  【24】 　　  【25】　　　【26(見込み)】
利用者数       　 　　　　　　　　  11組→　　11組→　　9組→　　12組→　　8組
利用延べ日数     　　　　　　　 　42日→　　81日→　 49日→ 　 72日→  10日

達成

Ａ Ａ

・核家族化が進み、近所づきあいも薄れ
る中で誰にも頼れない孤立した母と子を
支えるための制度として実施。22年度か
ら25年度にかけて計画通り実施できたた
め、26年度についても同様に達成できる
と見込まれる。

・今後も継続して市民への
制度周知に努める。

109 継

幼児（1歳6か月児、3歳
児）健康診査の実施

幼児（1歳6か月児、3歳児）の健康維
持・増進を図るため、各保健福祉セン
ターにおいて身体的発育、精神発達
等についての健康診査を実施します。

○１歳６か月児健診
　受診率　95.0%
○３歳児健診受診率
　受診率　95.0%

○１歳６か月児健診       　【22】　　　　【23】    　　　 【24】    　　　 【25】　　　　【26(見込み)】
対象者数　　　　　　　　　　　　 －　→　　5,879人→　　6,028人→　　5,701人→　　5,511人
受診者数　　　　　　　　　　5,667人→　　5,618人→　　5,776人→　　5,451人→　　5,235人
受診率　　　　　　　　　　　　95.0％→　　 95.6％→　 　95.8％→　 　　95.6％→　　 95.0％

○３歳児健診                　【22】　　　　【23】    　　　 【24】    　　　 【25】　　　　【26(見込み)】
対象者数　　　　　　　　　　　 　－　→　　5,840人→　　5,953人→　　5,967人→　　5,819人
受診者数　　　　　　　　　　5,736人→　　5,500人→　　5,688人→　　5,631人→　　5,528人
受診率　　　　　　　　　　　　 94.2％→　　 94.2％→　　  95.5％→　　 94.4％→　　 95.0％

概ね達成できる見込
み。

Ａ Ａ

・毎年、目標値並みの受診率を達成し
た。

・３歳児健診時における尿
及び視覚検査の新たな検
査方法の確立、検証が必
要である。

110 継

2次健診・精密健診の実
施

幼児（1歳6か月児、3歳児）の健康診
査の結果、身体的・精神的疾病又は
異常の疑いがある幼児に対し、医療
機関への受診の勧奨や保健福祉セン
ターでの２次健診を実施します。

継続実施                             　　 【22】　　　【23】　　　 【24】　 　　 【25】　　　　　【26(見込み)】
延べ回数　　　　　　　　　　376回→　　314回→　　313回→　　305回→　　313回
延べ人数　　　　　　　　　　783人→　　672人→　　710人→　　673人→　　710人

１歳半精密　　　　　　　　　　　　　　　　　31件→　　　56件→　　　95件→　　100件
３歳児精密　　　　　　　　　　　　　　　　　39件→　　 138件→　  166件→　　150件

※心理相談、聴覚２次検診、乳幼児発達健診、総合発達相談を実施。

達成

Ａ Ａ

・健診結果を踏まえた事後フォローの体
制が確立されている。

・事後フォローとして、未受
診者に対する受診勧奨を
図る。

0歳～概
ね18歳
保護者

1歳
3歳
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

111 継

歯科保健指導 保育園や幼稚園に出向き、歯みがき
教室を実施したり、各保健福祉セン
ターや児童館等にて歯科保健指導を
実施します。

継続実施                             　　　　　　　　　　　 【22】　　　【23】　     　 【24】　 　       【25】　  　　【26(見込み)】
歯みがき巡回指導実施回数　　　　　　　  2回→　 　2回→　　 　142園→　　　　128園→　　 １35園
参加人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　21人→　　15人→　 12,158人→ 　 11,591人→  11,900人
※平成22年度、平成23年度は山間地歯みがき教室のみ。平成24年度より、歯みがき巡回指導（山間含む）を実
施。№101より移動）

歯科相談実施回数　　　　　　　　　　　　202回→　　164回→　  　63回→　　　　　43回→　　　継続実施
歯科相談参加者数　　　　　　　　　　　1,357人→　1,176人→　　309人→　　　　 499人→　　　継続実施

達成

A A

・希望のあった幼稚園・保育園に対にす
る歯科保健指導（歯みがき巡回指導）に
ついて、全園で実施できる見込みであ
る。

・区の体制によっては、隔
年実施となっている園があ
るため、毎年、全園に対す
る巡回指導を行うことがで
きるよう、関係団体の協力
を得て取り組む。

112 継

Ｊリーグアカデミーエスパ
ルス巡回スポーツ教室
の開催

子どもを地域ぐるみで育て、健全な心
身の発育を促すため、清水エスパル
スと協働し、市内保育園や幼稚園に
サッカーコーチが訪問し、サッカーや
ボール遊びによる運動教室を実施し
ます。

継続実施                             　　　　　    【22】　　 　【23】　    　  【24】 　　  　　【25】　　　　【26(見込み)】
実施か所       　 　　　　　　　　  126園→　　126園→　　　133園→　　130園→　　130園
参加園児     　　　　　　　 　　　　　－　→　 4,031人→　 4,260人→ 　 4,407人→　 4,086人

達成

A A

・エスパルスの協力を得て、継続的に事
業が実施できている。
・市内の幼稚園、保育園の約７割から実
施の希望があり、希望園すべてにおいて
実施ができている。
・実施園へのアンケートでも子ども達に
好評であることが確認されている。

・巡回スポーツ教室に加え
園独自でエスパルスに複
数回の教室を委託している
園もある。全体回数の増加
により、スケジュール上、
対応が難しくなってきてい
る。

113 継
就学前
小学生

フッ素洗口によるむし歯
予防事業

永久歯の萌出時期である幼児・児童
を対象に、フッ化物洗口による歯質強
化を行います。

実施施設数の拡大                      　 【22】　　　　　【23】　　　  　 【24】　　　   　 【25】　 　　　【26(見込み)】
公立保育園　 　47園実施　→ 46園実施　→ 46園実施　→ 46園実施　→ 46園実施
私立保育園　 　49園実施　→ 50園実施　→ 51園実施　→ 51園実施　→ 51園実施
国公立幼稚園  1園実施 　 →   1園実施　→  1園実施　→   1園実施　→  1園実施
私立幼稚園　 　16園実施　→ 16園実施　→ 15園実施　→ 15園実施　→ 16園実施
公立小学校　　 4校実施　　→ 　4校実施　→　4校実施　→　 4校実施　→ 4校実施

概ね達成できる見込
み。

A A

・未実施園への積極的な働きかけによ
り、実施施設数の拡大を図ることができ
た。

・特に幼稚園については、
未実施園が多いため、歯
みがき巡回指導等を通じ、
各園に対し「フッ化物洗口
法」に関する正しい知識を
普及し、実施拡大に向けた
取り組みを行う。

114 終

こどもクリエイティブタウ
ン整備事業

創造力のある子どもの育成を目的とし
た仕事体験・ものづくり体験施設を、
清水駅西第一地区市街地再開発ビル
3・4階に整備します。

平成25年1月開館 平成25年1月こどもクリエイティブタウン開館。 達成

A A

・建築工事が予定どおり行われ平成24年
11月引渡し、平成25年1月に開館でき
た。

・特になし。

115 拡

こどもクリエイティブタウ
ン運営事業

小学生を中心とした児童（未就学児童
から中高校生まで）を対象に、仕事と
ものづくりの体験の場を提供し、これ
からの時代に求められるこどもたちの
創造力（将来を描く力、社会とかかわ
る力、挑戦する力）を育成する。

来館者数10万人／年                      　 【25】　　　　　　　　　【26(見込み)】
来館者数　　　　　5.3万人／年→　　　5.3万人／年
講座数　　　　　　 223回／年　→　　　223回／年
学校利用　　　　　　39校／年  →　　　39校／年

※24年度取組：開館（平成25年１月）準備委託業務、プレオープン事業
※平成25年1月こどもクリエイティブタウン開館(指定管理者による管理）

目標未達成

B B

・各地で開催されているイベント等に出張
まあるとして積極的に参加したが、目標
の来館者数10万人には届かなかった。

・H26年度の来館者目標10
万人に対し、さらなる集客
に努める必要がある。

116 継 小学生

校庭開放事業運営費の
助成

小学校の授業終了後から下校時刻ま
での間、校長の承認のもとにＰＴＡに
より設置された運営委員会が校庭等
を利用して、安全な遊び場を提供する
ための事業や運営費に対して補助金
を交付します。

実施校　18校                 【22】　　  【23】　  　  【24】　 　　  【25】　　　　【26(見込み)】
実施校      15校→　　15校→　　　15校→　　　15校→　　15校

概ね達成できる見込
み。

A A

・実施校数は目標値を下回るものの、児
童の安全な遊び場や、集団遊び、学年
の異なる児童相互のふれあいの場を提
供することができた。

・継続して実施していく。

117 継 保護者

離乳食の作り方教室の
開催

保護者に対して、離乳に対する正しい
知識と基礎的な実践力を身につける
ため、実際にその時期にあった離乳
食の作り方のデモンストレーションや
調理実習、試食を行います。

継続実施                             　　 【22】　　　【23】　　　　 【24】　 　    【25】　　　　　【26(見込み)】
開催回数      　 　  　　　112回→　　121回→　　127回→　　127回→　　127回
参加者数　 　　　　　　　　－　 →　 2,036人→　2,070人→　2,023人→　 1,827人
※市内全保健福祉センターで実施。

達成

A A

・実習、デモンストレーションにより、保護
者が離乳食についてのイメージを作るこ
とができ、保護者の不安解消につながっ
た。

・会場により参加者数の増
減があるため、上限を超え
た場合には最寄りの会場
の案内を行う。
・また、教室内では、料理
をすることに対する不安を
持つ保護者が多いため、よ
り具体的な調理方法を伝
えていく。

118 継

食育推進事業 市民にわかりやすく、広がりのある活
動にしていくため、共通したテーマで
取組み、より積極的に関係機関・団体
と連携協働した取組みを開催します。
また、地域や団体の食育活動をサ
ポートする食育応援団を活用し、地域
に根ざした食育の推進を行います。

継続実施
静岡市らしい「食育」
の推進

年度毎に、取り組む内容を検討し、次のような事業を実施した。
・街頭キャンペーン
・食育月間、食育の日における啓発活動
・パンフレットやメニュー集の作成・配布
・食育関するイベント、トークショ―、講演会、講座の開催
・食育応援団創設、登録の促進・活用
・食生活改善普及運動
・第2次食育推進計画の策定（市民アンケートを踏まえ作成）
・しずおか元気応援フェア及びふじのくに地域食育フェアへの出展
・企業・団体と連携した食育事業の開催

達成

A A

・計画どおり実施している。 ・食に関わる団体、関係機
関等のネットワークの連携
強化、食に関する意識の
底上げが課題である。

就学前～
高校生

全市民

就学前
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

119
継
重

街区公園等の整備 歩いて行ける身近な場所において、
子どもの遊び場や地域住民の健康運
動の場となる公園等を計画的に整備
します。

22～24　12公園整備
25    7公園整備
26    7公園整備

                            　　　    【22】　　   【23】　  　   【24】　 　   【25】　　　　【26(見込み)】
新設公園　　                    6箇所  →  　－　 　→　2箇所 →　2箇所 →　　6箇所
再整備　　　　　　　　　　　　　－ 　 →  5箇所   →  1箇所 →　 4箇所 →　　1箇所
（その他）
委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 1箇所 →　4箇所 →　　4箇所
実施設計・用地等　　　　　  3箇所 →　5箇所

概ね達成できる見込
み。

A A

・概ね目標としていた公園数の整備を行
うことができた。
・公園のない地域に新たに公園を整備し
たり、既設の公園の再整備を行い、遊び
の場・憩いの場の形成や都市の防災性
の向上等に寄与した。

・都市公園条例では市民
一人当たり公園面積の目
標値は10㎡以上としている
が、平成25年度末で5.8㎡
と大きな開きがあるため、
引き続き公園の整備を推
進していく。

120 継

都市公園バリアフリー化
事業

誰もが快適に利用できる公園の形成
を図るため、ベビーシート等を設けた
車いす対応トイレを設置するとともに、
園路等の段差解消を図ります。

1公園整備 　　　　　　 【22】  　　  【23】　  　  【24】　 　　  【25】　　　　【26(見込み)】
整備数　　8公園　→　5公園　→　5公園　→　9公園　→   1公園

※整備した公園　　北大門公園、新通公園、みずほなかよし公園、西草深公園、瀬名第一公園　外23公園

概ね達成できる見込
み。

A A

・概ね目標としていた公園数の公園施設
のバリアフリー化を行うことができた。
・誰もが快適に利用できる公園の形成に
寄与した。

・公園におけるバリアフ
リー化達成率は平成25年
度末で52%であるため、引
き続き公園施設のバリアフ
リー化を推進していく。

全市民
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施策目標３「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」
基本施策２「子どもの健全育成促進と自立への支援」

121 継

交通安全リーダーワッペ
ン・手帳の配布

小学6年生への進級時、交通安全リー
ダーとしての意識啓発を図るとともに、
小学６年生一人ひとりの自立を目指
し、交通安全リーダーワッペンと手帳を
配布します。

継続実施                 　【22】　　　【23】  　　 【24】 　 【25】　　　【26(見込み)】
事業実施　　実施　→　実施　→　実施　→　実施　→　実施
※市立小学校6年生全員に配付

達成

A A

・小学校6年生に,交通安全意識の向上を
図ることができた。

・特になし。

122 継

ホームタウン次世代育成
プロジェクト事業

子どもの夢教育や心身の育成強化に
重点を置き、ホームタウンを支える青
少年の健全育成を図るため、様々なス
ポーツを通して地域や各種団体が協
働し、本市の特性を活かした子どもサ
ポート事業を実施します。

継続実施 　　　　　　　　　　　【22】　　 【23】     　   【24】     　　 【25】　  　　【26(見込み)】
小学校　　　　　　　－　　　 15校     →　 16校     →　15校  →　15校程度
中学校　　　　　　　1校 →　2校      →　  －　     →　－　　 →     －
参加者（クラス）　　　　　 　45クラス →　43クラス →　41クラス
参加者　　　　　　　　　　　　1,108人  →　1,155人  →　1,317人
※ 「エスパルスドリーム教室」の実施校
※平成22年度は試験的実施。

達成

A A

・授業を受けた児童の反応は好評で、魅
力ある授業づくりや、清水エスパルスに愛
着を感じてもらえる機会となっている。

・学校関係者の意見を取り
入れながら、授業内容の見
直しを行い、より分かりや
すい授業内容とする。
・講師の都合上、実施希望
のあった全ての学校に対し
て実施ができない。

123 継

全国少年少女草サッカー
大会の開催

サッカーを通して友情の輪を広げ、技
術、体力、精神面での成長の場となる
よう、小学生を対象としたサッカー大会
を開催します。

継続実施 　　　　　　　  　　　　　　　　【22】　　　　    　【23】  　　　　   【24】 　　　 　 【25】　　　    　【26(見込み)】
参加チーム数（男子）　　　255チーム　→　256チーム　→　256ﾁｰﾑ　→　256ﾁｰﾑ　→　256ﾁｰﾑ
参加チーム数（女子）　　　31チーム　  →　32チーム 　→　32ﾁｰﾑ  　→　32ﾁｰﾑ　 → 　32ﾁｰﾑ

※平成25年度から、11人制から8人制へ変更。

達成

A A

・青少年の交流の場として有意義な機会
が創出された。
・今大会から11人制から8人制に移行した
が、参加チームの減少や運営上の大きな
混乱もなく実施できた。
・市外からの参加者に対して、静岡市の
魅力を発信する事が出来た。

・スポンサーの撤退等によ
り財源が減少している。
・葵・駿河区内への会場の
拡大と、運営を担う育成会
等の確保が必要となってい
る。

124 継

少年教室の開催への助
成、運営支援

自然体験活動、地域体験活動を通して
健全な青少年を育成し、また地域の
リーダーを養成することを目的とした少
年教室や少年いかだまつり事業への
支援を行います。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　　          【22】   　　　 【23】     　   【24】     　　 【25】　　　【26(見込み)】
少年教室実施数　　　　　　　　15教室→　　13教室→　　13教室→　　15教室→　　15教室

※平成22、23年度は、少年教室のほか、いかだまつり実行委員会への助成も実施した。

達成

A A

・15教室において、計画どおり活動が実
施された。

・継続して実施していく。

125 継
小学生
中学生

清水エスパルスホーム
ゲーム小中学生招待事
業

子どもがプロスポーツを身近に体感で
きる機会を創出し、将来の夢や希望を
抱くきっかけとなるよう青少年の健全
育成を図るため、市内全小中学生を対
象に招待チケットを配布します。

継続実施                                     　　【22】     　【23】    　   【24】     　【25】　　　 【26(見込み)】
招待チケット配布 　小学校　　91校　→　91校　→　91校　→　91校　→　91校
　　　〃　　　　　　 　中学校　　55校　→　55校　→　55校　→　56校　→　56校

達成

A A

・毎年市内全小中学生へのチケット配布
を行い、市内の小中学生へのエスパルス
の試合観戦のきっかけとなっている。

・ホームゲーム全体の入場
者数の減少にともない、招
待事業の参加者も減少して
いる。

126 継 乳幼児

エスパルスハロープロ
ジェクト事業

清水エスパルスと連携し、夢に向かっ
て生きる子どもたちの成長をサポート
し、子育てで繋がる地域のコミュニティ
の推進を図るために、乳児に対しエス
パルスオリジナルベビースタイを配布
するとともに、子育て関連事業を実施
する。

継続実施                             　　　　     【24】   　　　  【25】　　　　　　【26(見込み)】
べビースタイ配布枚数       　   5,120個 →　　5,351個　→　5,800個
子育て関係講座開催　　　　　　　　－　　 →　　1回　　　→　  1回
※平成24年度より実施。

達成

A A

・スタイ配布対象者には、全て配布ができ
た。
・配布者アンケートによる満足度が高く、
好評であった。

・基金運用事業（原則３年
間）のため、平成26年度で
事業終了。

127 継

小学生
中学生
高校生
大学生

高等学校等起業家育成
事業

・市内の小中学校が職業観、勤労観を
育むために行う「キャリア教育」に対し
て、起業の先輩である個人事業者や
中小企業の経営者などを派遣します。
・22年度より、上記事業に加え、市内
の高校・大学を対象に、中小企業診断
士等の専門家による「起業・創業の仕
方（ビジネスプランの作成方法等）」な
ど、より実践的な支援を実施します。
・23年度からは、市内の高校、大学及
び専門学校の学生を対象に、中小企
業診断士等の専門家を活用し、「起
業・創業の仕方（ビジネスプランの作成
方法等）」など、起業・創業に関する実
践的な支援を実施します。

実施校　30校
参加者数　2,500名
※平成22～27年度

          　　　　　　  【22】　　　　　　　　【23】    　　　　 　【24】   　　　　　　  【25】　　　　　　　　【26(見込み)】
実施校　　　　　　　　 6校→　　　　　　 6校→　　　　　　　6校→　　　　　　　　6校→　　　　　　　　7校
　　　　　　　　（小学1、中学2、　　（高校2、大学3、　　（高校2、大学3、　　（高校3、大学2、　　　（高校、大学、
　　　　　　　　　高校１、大学１）　　　専門学校1）　　　　専門学校1）　　　　　専門学校1）　　　　　　専門学校）
参加者数　　　　　　　490人→　　　　 212人→　　　　　　　－　　　　　→　　　151人

概ね達成できる見込み。

A A

・概ね目標どおり進捗している。 ・市内での創業者が増える
よう、学生段階から起業の
魅力を伝えていく必要があ
る。
・実業高校や大学を中心に
事業を継続していく。

128 継

小学生
中学生
高校生～
概ね18歳

青少年国際親善交流事
業

国際社会に通用する青少年を育成す
るため、歴史や文化等に関する知識を
深めるとともに、コミュニケーション能力
を高める体験・学習の機会を提供しま
す。

多様なプログラムを毎
年度継続実施。

　　　　　　　 【22】　　　　【23】　　　  【24】　 　 　【25】　　　　【26(見込み)】
事業数　　　2事業　→　1事業　→　2事業　→　1事業　→　2事業
※毎年度、事業毎、内容の見直しを図りながら多様なプログラムを実施した。
※実施事業
　・留学生とチャレンジ体験事業：小学生と留学生が、農業体験、昔遊び、座禅、餅つき他、文化体験を通じて交
流する。
　・世界のみんなと自然体験事業：中高生及びALT、留学生が海、山の自然体験を通じて交流する。

概ね達成できる見込み。

A A

・様々な年齢の青少年に対して、多様な
プログラムによる国際交流機会を提供し
た。

・継続して実施していく。

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値
目標の達成見込み

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

小学生

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等
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平成22～26年度実績
※26年度は見込み

今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値
目標の達成見込み

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等

129 継

学校出前講座「豊かなセ
クシュアリティ」（中学生対
象）

中学生を対象に、男女がお互いの「性
と生」を尊重し合い、豊かな人間関係
を築くことを目的とした学校出前講座を
実施します。

継続実施                      【22】　　　【23】　　  【24】　 　   【25】　　  【26(見込み)】
実施校数　　　　10校　→　9校　→　12校　→　9校　→　7校

達成

Ａ Ａ

・計画目標のとおり実施した。 ・講座の特殊性から講義が
できる講師が限られ、その
人的資源の確保に苦慮し
ている。

130 継

職場（消防署）体験学習
の実施

消防業務の役割や使命等について理
解を深め、思春期を迎えた中学生に対
し働くことの大切さや将来の自分を考
えるため、中学生を対象とした職場（消
防署）体験学習を実施します。

体験学習の希望を
100％受け入れる。
（消防署の災害出動
及び訓練等業務上支
障の無い範囲）

　　　　　　　【22】　　　 　【23】　　　  【24】　 　 　【25】　　　　【26(見込み)】
開催日数　　56日　 →　 58日　 →　58日　 →　48日　 →　50日
参加者数　　214人　→　191人　→　152人　→ 156人　→　150人

概ね達成できる見込み。

A A

・申し込みのあった中学校に対して全て受
入れすることができている。また、消防業
務の社会上の役割や使命等について理
解を深めてもらうとともに、中学生に対し
て働くことの大切さや将来の自分を考え
る機会を与えることができた。

・災害対応優先及び天候等
により計画どおり受け入れ
ができないため、受入れ期
間及び学習内容について
随時検討する必要がある。
・今後も積極的に受け入れ
を行い、よい職場体験がで
きるよう取り組んでいく。

131 継

ジュニアインターンシップ
推進事業

高校生が希望する職業（職種）に関連
した事業所等で就業体験を行い、働く
ことの意味や実態を把握することで、
より高い職業意識や職業観を身につ
けるインターンシップ事業を推進し、進
路選択や就職活動等の円滑化を図り
ます。

継続実施 各年度において、高校生の受け入れにご協力いただける事業所の開拓を行うとともに、本事業を希望する高校と
受入事業所のコーディネートに取り組んだ。

※26年度実績（見込み）　　実施校：5校、50名　　受入事業所数：20社

達成

Ａ Ａ

・インターンシップの内容を例示するな
ど、参加生徒が就労にイメージしやすい
取組を検討し、実施することができた。

・継続して実施していく。

132 継

高校生事業所見学会の
開催

就職を希望する生徒を対象に、市内主
要企業、地場産業又は工業団地等の
事業所見学会を開催し、職場の実情、
職業の内容、職業生活に対する心構
え等を学びます。

継続実施 　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　  【24】　 　  　【25】　　　　【26(見込み)】
参加人数　　　176人　→　101人　→　184人　→　527人　→　継続実施

※平成25年度から、「事業所見学会」に代わり、「高校生企業ガイダンス」を実施。参加者、参加企業を大幅に拡
充。

達成

Ａ Ａ

・多くの高校生が多業種の企業の説明を
聞くことができ、職業選択の視野を広げる
ために効果的であった。

・高校生企業ガイダンスを
継続して実施していく。

133 継
高校生
大学生

若者を対象としたＤＶ防
止対策の実施

市女性会館等において、女性に対する
暴力防止に関する講座を開催し、10代
の若者を対象としたＤＶ防止の啓発を
進めます。

女性会館事業（指定
管理事業）において
毎年度継続実施。

         　  　    【22】　　　　　　　　【23】　　　　　　　  　　 　【24】　　　　　 　　  【25】　　　　　　　【26(見込み)】
実施数 　市内大学2校→　市内大学等3ヶ所→　 市内大学等3ヶ所→　市内大学１ヶ所→　市内高校等１ヶ所

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画どおり実施し、ＤＶ防止に関する意
識啓発ができた。

・引き続き実施する。

134 継
保護者（母
親）

母親クラブの育成 児童の健全育成を図る母親など地域
住民の積極的参加による地域組織活
動の促進を図るため、各母親クラブに
対して運営費の一部を助成します。

11クラブ                 　    【22】　　　　　【23】　　　 　【24】　　　　  【25】　　　【26(見込み)】
クラブ数　　　 　11クラブ→　11クラブ→　 11クラブ→　11クラブ→　10クラブ

※24年度は東海・北陸・近畿ブロックの母親クラブ指導者研修会を開催市として運営。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・母親クラブに適切に運営補助を行うこと
により、各地域における重要な子育て支
援団体となっている。

・継続して実施していく。
・また、現代的ニーズに対
応した母親クラブの活動の
あり方を検討する必要があ
る。

135 継

学校出前講座「思春期に
おける心と体の発達」（保
護者対象）

思春期特有の心と体の発達について
学び、お互いを思いやる気持ち、よい
人間関係を築くきっかけづくりを目的と
し、小中学生の保護者を対象に出前講
座を実施します。

継続実施（市内全中
学校へ企画書を提
示）

                 【22】 　　　　【23】　　　 【24】　　　 【25】　 　　【26(見込み)】
実施校　　　 0校→　　　1校→　　　 1校→　　　1校→　　　３校
※22年度は、申込みなし。

目標未達成

Ｄ B

・私立を含めた市内全小中学校に対して
企画書の提示を行ったが、毎年、申込み
が少ない状況である。本来的に必要な事
業ではあるが、繊細な分野であるため、
保護者が敬遠しがちになっている。但し、
この５年間の実績の中で事業自体の評価
については、参加者から高いものを得て
いるところである。

・繊細な分野であるため、
本来受講が必要であるは
ずの保護者側がこの分野
を避けてしまいがちであり、
ニーズが少ない現状にあ
る。企画においても従来と
異なるアプローチが必要と
思われる。

136 継

女性会館事業「子育て関
連講座」の実施

市女性会館において、子育て支援に
関する様々な講座を実施します。

女性会館事業（指定
管理事業）において
毎年度継続実施。

              　    【22】　　　【23】　　 　【24】 　　  【25】　　　【26(見込み)】
開催数 　　　 　5講座→　4講座→　 5講座→　6講座→　1講座

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画どおり実施し、子育て中の親同士
の交流のきっかけをつくることができた。

・引き続き実施する。

137 継

家庭教育学級の実施 人間性豊かな子どもをはぐくむため、
親自身が自ら学び、よりよい家庭づく
り・地域づくりに役立てるよう、児童生
徒の保護者を対象にした家庭教育学
級を実施します。

幼児、小中学生の保
護者を対象とした家
庭教育学級を25学級
実施。

              　    【22】　　　【23】　　 　　 【24】  　　  【25】　　  　【26(見込み)】
開催数 　　　 　24学級→　26学級→　 34学級→　31学級→　3７学級

概ね達成できる見込み。

A A

・児童生徒の保護者を対象に家庭教育学
級を実施した。学級数の増加、講座内容
の見直しを行い、児童の健やかな育ちの
ための家庭環境づくりを支援した。

・講座内容について、今後
も検討を続ける。

中学生

高校生

保護者
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施策目標３「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」
基本施策３「子どもの安全・安心を確保する活動の推進」

138 継
0歳～概
ね18歳

通学路の整備又は通学
路安全対策事業

市内通学路において、歩道がないな
ど危険箇所の調査・点検を実施した
上で、歩行空間を確保することにより
事故防止対策に努めます。

グリーンベルト未対
策箇所34箇所の対
策完了。

　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　  【24】　 　 　【25】　　　　【26(見込み)】
事業実施　　実施　→　実施　→　18か所　→　19か所　→　2か所
※通学路や児童生徒等の利用が多い車道路肩部におけるグリーンベルト舗装を実施。

達成

Ｓ Ａ

・グリーンベルトの施工箇所数は目標よ
りも多いが、取組の効果としてはおおよ
そ期待どおりである。

・道路幅員によっては、路
側帯のカラー舗装は施工
が難しいため、通学路にお
ける安全を確保するために
は、さまざな手法を検討す
る必要がある。

139 継
就学前
小学生

花火教室の開催 消防隊が市内保育園・幼稚園等を訪
問し、花火の遊び方をはじめとする火
災予防教育を実施します。

○参加団体110団体
○参加者数10,000人

                　　　　　    【22】　　　　  　【23】  　　       　【24】 　　     【25】　 　　 【26(見込み)】
参加団体       　 　  　97団体→　　　 106団体→　　　99団体→　　　107団体→　　100団体
参加者　　　　　　　　　9,049人→　　　 8,972人→　　　7,975人→　　　8,834人→　 　約8700人

概ね達成できる見
込み。

Ａ Ｓ

・5年間の達成状況は各年の計画目標に
対して8割以上達成している。また、花火
教室の現場からは、花火をやらない大人
が増えてきており、子どもに花火の取扱
いを教えられない人が増えてきているよ
うに感じるとの市民の声もあるため、数
値以上の効果があると考えられる。

・市内幼稚園・保育園・小
学校には、事前に花火教
室を行う旨の通知をしてお
り、引き続き申し込みの
あった園を対象に継続して
いく。

140 継
小学生
中学生
高校生

静岡市交通指導員会
登校時の立哨指導

児童生徒を交通事故から守るため、
また、子どもたちの健やかな育成を目
的に、登校時、交差点等で交通指導
員が立哨指導を実施します。

市内全学区・地区へ
の交通指導員配置
による立哨指導。

　　　　　　　　　　　　　　　 【22】　　　　  【23】　　　 　　【24】　 　 　　【25】　　　　　【26(見込み)】
配置学区（78学区中）　　　44学区　→   42学区　→　 42学区　→　42学区　→　 43学区
指導員配置数　　　　　　  　149人　→　　139人　→　　139人　→　　133人　→　　141人

概ね達成できる見
込み。

B A

・学童・児童の通学時の交通安全指導を
行うことができた。

・交通指導員が配置されて
いない学区（地区）への配
置を行う。

141 継

小学生
中学生
高校生～
概ね18歳

青少年育成センターの運
営

関係機関・団体から推薦された補導
委員・青少年補導員による補導活動
や書店・カラオケ店等の実態調査活
動を実施します。

継続実施                　　　　　　    【22】　　　　　【23】  　　 　【24】 　　     【25】　　　　　【26(見込み)】
補導委員数       　 　  　378人→　　　377人→　　　377人→　　　370人→　　372人
青少年補導員数　　　　 589人→　　　594人→　　　600人→　　　591人→　  600人
※ 補導活動、社会環境実態調査を実施。

達成

A A

・中央補導、地域補導ともに実施計画を
策定することができ、補導委員、青少年
補導員の協力体制もあり、満足な活動が
できた。

・継続して実施していく。

142 継
小学生
中学生
保護者

インターネット等安全・安
心利用研修事業

インターネットや携帯電話の急速な普
及により、青少年が事件やトラブルに
巻き込まれることを予防するため、青
少年健全育成会等が実施する安全利
用に関する研修に対する支援（講師
紹介、講師謝金助成）を行います。

継続実施                 　【22】　　　　【23】　　　  【24】　 　 　　【25】　　　　【26(見込み)】
実施団体数　　4団体　→　6団体　→　5団体　→　13団体　→　19団体

達成

A A

・計画期間において延べ47団体で研修
事業が実施され、インターネット等に潜
む危険性や適切な利用法について周知
が図られた。

・継続して実施していく。

143 継 高校生

自転車マナー向上に向
けての指導・啓発

自転車に関する交通事故を防止する
ため、警察等と連携し、自転車マナー
向上キャンペーンや交通安全指導員
による自転車交通安全教室等を実施
します。

継続実施 自転車マナー向上「指導強化の日」に合わせた街頭指導・広報活動を各区において年2回実施
平成24年度と平成26年度（見込み）は自転車交通安全教室を実施。

達成

A A

・市内高校生を中心に、自転車の正しい
交通ルールとマナーの実践指導を行い、
交通安全意識の向上につながった。

・自転車の正しい交通ルー
ルとマナーが定着するよう
引き続き街頭指導・広報活
動を実施する。

144 拡

地域防犯活動事業 地域ぐるみの自主的防犯活動を促進
するため、地域の複数の自治会・町内
会組織を中心に結成された地区安全
会議が、防犯パトロール、防犯教室、
講演会等の地域防犯活動を実施する
ための立ち上げ費用及び活動費用の
一部を助成します。

市内43中学校区に
43団体

                　　　    【22】　　　　　【23】  　　 　【24】 　    【25】　　　　　【26(見込み)】
補助団体数       　  30団体→　　　34団体→　36団体→　39団体→　　43団体
新規立ち上げ数　  　4団体→　　 　4団体→　  2団体→　　3団体→    　 4団体
　

概ね達成できる見
込み。

A A

・新規立ち上げ団体数の目標を達成でき
た。また、地区安全会議の活動を支援す
ることで、自主防犯活動による犯罪認知
件数の減少に貢献した。

・引き続き、地区安全会議
の立ち上げを促進するとと
もに、設立された地区安全
会議の防犯活動を支援す
る

145 継

非行防止等啓発事業 青少年の非行防止、健全育成に関す
る市民意識の高揚を図るため、街頭
キャンペーン、啓発用チラシの作成な
どを実施します。

街頭キャンペーン
（年２回）
啓発用チラシ作成・
配布（年２回）
中学校新入生保護
者説明会での広報
（年１回）

各年度において、下記の取り組みを実施した。
・街頭キャンペーン（年2回）
・啓発用チラシ作成・配布（年2回）
・中学校新入生保護者説明会での広報（年1回）

概ね達成できる見
込み。

A A

・インターネットや携帯電話に潜む危険
性や適切な利用法について、リーフレット
の配布や説明により保護者等へ周知し
た。

・継続して実施していく。

目標の達成見込
み

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

全市民

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
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146 継
0歳～18
歳未満
保護者

要保護児童・家庭への支
援

虐待等を理由に子どもを家庭から離
して一時保護し、緊急保護や行動観
察、短期入所指導を実施します。ま
た、子ども又はその保護者を児童福
祉司等に指導させ、又は子どもを児
童福祉施設等に入所させたり、里親
に委託します。

施設入所等の児童
数　190人
里親委託率　30％
里親登録者　86世帯

　　　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　【23】　　　    【24】　 　 　  【25】　　　　  【26(見込み)】
施設入所等の児童数　　 204人　　→　197人　  →　195人　 →　188人　  →　190人
里親委託率　　　　　　　　25.0%　 　→　27.5%　　 →　38.7%　　→　42.5%　 　→　30%
里親登録者　　　　　　　　70世帯　 →　76世帯　→　 78世帯 →　 83世帯　→　86世帯

概ね達成できる見込み。

Ｓ Ｓ

・里親登録者はこの５年間で16世帯増加
し、里親委託率は15％強伸びた。児童を
措置するにあたり、里親への委託が可能
であるかを優先的に検討してきた取り組
みの結果である。

・多様な子ども達への対応
と子ども達に適した養育を
提供できるように、職員や
委託機関のスキルアップに
努める。

147 継
0歳～概
ね18歳

要保護児童対策地域協
議会の運営

要保護児童の早期発見や適切な保
護を図るため、関係機関が児童やそ
の保護者に関する情報交換や考え方
を共有するとともに、関係機関の支援
内容や役割分担などの協議を行いま
す。

代表者会議　１回
実務者会議　45回
個別ケース検討会議
(随時）

                            　　　　　  【22】　　【23】　  【24】 　 【25】　　【26(見込み)】
代表者会議　　　　　　　　　　 １回 →   1回 →  1回 →　 1回 →　1回
実務者会議　　　　　　　　　　48回 → 48回 → 48回 → 46回 → 45回
個別ケース検討会議　　　 　43回 → 42回 → 41回 → 68回 →　随時
研修会　　　　　　　　　　        2回 →   2回 →　2回 →　2回 →　 2回

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・関係機関の連携強化を図るため、会議
の効率的・効果的な運営、研修等による
対応能力の向上を図り、要保護児童の
早期発見や適切な保護に努めている。

・複雑化、多様化している
児童虐待事例への対応の
ための関係機関の連携強
化及び情報の共有化が課
題である。

148 終
就学前～
高校生

中山間地域里親拡充事
業

社会的養護を必要とする児童の中で
も、特に家庭での親密な援助を必要と
する子どもに対し、家庭的養護を提供
する里親制度を広く普及させるため啓
発活動を実施します。

市内の中山間地全
域での啓発活動を実
施。

民生委員・児童委員協議会や市政ふれあい講座にて制度の説明等、啓発活動を実施。
22年度実施回数：6回、23年度実施回数：5回
23年度をもって事業終了。24年度以降は、市内全域を対象とした啓発活動に切り替えて実施。

達成

Ａ Ａ

・22年度～23年度にかけて、民生委員・
児童委員協議会や市政ふれあい講座に
て制度の説明等、啓発活動を実施した。
平成23年度をもって事業終了。
(市内全域を対象とした啓発活動に切り
替え）

・事業終了済。

149 継
15歳～概
ね35歳未
満

ニート対策事業 就労に悩みを持つ本人（ニート）、保
護者等を対象にセミナーを開催し、相
談コーナーも設置し、ニート状態の脱
出に向けた支援を行います。
また、上記のような悩みを持つ相談者
に対して、葵区・駿河区で出張相談、
清水テルサにおいて、臨床心理士等
による心理カウンセリングを平成25年
度から実施しています。

継続実施 各年度において、下記の事業を実施した。
・ニート脱出セミナーの開催
・個別相談会の実施
・臨床心理士等による心理カウンセリング（平成25年度から実施）

達成

Ａ Ａ

・セミナーの内容を検討し改善した結果、
参加者数は目標を超え、満足度も向上し
た。
・Ｈ25年度より実施している心理カウンセ
リングについては、120件を超える相談が
あり、ニーズに合ったものが提供できて
いると考える。出張相談会についても同
様。

・セミナーの内容を検討し
更なる満足度向上につな
げる必要がある。

150 継 母子家庭

母子生活支援施設措置
事業

保護を必要とする配偶者のない女子
等やその児童を母子生活支援施設に
入所させ、自立の促進のためにその
生活を支援します。

市内外の施設で実
施

　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　   　  　【23】　    　   【24】 　　        【25】　　  　【26(見込み)】
利用施設数　　　　　　　　3施設　　 → 　5施設　　→　5施設　　　→　7施設　 　→　7施設
利用世帯数（延べ）　　　　139世帯　→　199世帯　→　178世帯　→ 　180世帯　→　200世帯

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・母子生活支援施設への入所を必要とし
ている母子入所者に対して常に入所可
能な対応をしている。

・母子生活支援施設に対
し、今後も遅滞なく措置費
支払業務を処理する。

151 継

婦人相談員の配置 ＤＶに関する相談・指導を実施し、ＤＶ
被害者の支援を行います。

継続実施                                              　　　   【22】　　  　　【23】　    　 【24】 　　   【25】　　　　【26(見込み)】
婦人相談員による女性相談             493件→　　642件→　　597件→　　862件→　　850件
※各福祉事務所に1人配置

達成

A A

・ＤＶ被害者の保護及び自立への支援が
適切に実施されている

・相談の複雑化に対して相
談体制の検討が必要であ
る。

152 継

児童虐待防止「オレンジ
リボンキャンペーン」の実
施

Ｊリーグ清水エスパルスとの連携によ
り、啓発品の配布、選手のオレンジリ
ボン装着など児童虐待防止啓発活動
を実施し、児童虐待防止・早期発見へ
の機運を高めます。

継続実施 年度毎に、取り組む内容を検討し、次のような事業を実施した。
・子ども虐待防止キャプテンや球団マスコットによる啓発
・啓発品の配布　（ホームゲーム、講演会、研修会等での配布）
・ハンドブックの配布
・ホームゲーム特設ブースの設置
・清水エスパルス選手のオレンジリボン装着
・講演会の実施
・啓発ビデオ放映
・オレンジリボンブース開設（各区役所フロアスペース）
・啓発ポスターの作成・配布
・ラジオ番組を活用した啓発

達成

Ａ Ａ

・エスパルスとの協働による児童虐待防
止啓発事業の実施をすることで、子ども
虐待の現状を伝え、市民に子ども虐待の
問題に関心を持ってもらい、市民のネット
ワークにより、虐待のない社会を築くこと
を広く市民の周知することができている。

・児童虐待問題は社会全
体で解決すべき重要な課
題となっており、虐待の発
生予防、早期発見・早期対
応が必要であることから、
継続して周知活動を図る。

目標の達成見込み
平成22～26年度実績
※26年度は見込み

施策目標３「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」
基本施策４「虐待を受けている児童など配慮を必要とする子どもとその家庭への支援」

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

全市民

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
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施策目標３「子どもの心身の健やかな育ちを支える環境づくり」
基本施策５「障害のある子どもとその家庭への支援」

153 継

療育手帳の判定・交付決
定

知的障害のある人に対して一貫した
指導・援助を行うとともに、各種支援を
受けやすくすることにより、知的障害
のある人の福祉の増進を図ることを
目的として交付します。

継続実施
新規交付、再判定、
再交付

             　　　 【22】　　   　【23】　    　  【24】 　　     【25】　　　 【26(見込み)】
新規交付 　　191件　→　200件　→　215件　→　190件　→　200件
再判定　　　　375件　→　397件　→　360件　→　410件　→　420件
再交付　　　　113件　→　140件　→　149件　→　160件　→　160件

達成

Ａ Ａ

・療育手帳に対する認知度は高く、サー
ビス利用のための市民の権利意識も進
んでいるため、22年度～25年度について
は概ね前年程度の数字で推移しており、
26年度についても同程度と見込まれるこ
とから目標を十分達成できると評価でき
る。

・平成26年4月より、これま
で地域リハビリテーション
推進センターで行っていた
療育手帳作成業務が児童
相談所に移管された。事務
量が増加したため、遅滞な
く業務を処理することが課
題である。

154 継

軽度・中等度難聴児補聴
器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならな
い軽度・中等度難聴児に対し、補聴器
の購入費用の一部を助成します。

継続実施 平成25年度助成件数12人、平成26年度申請見込者数18人
※平成25年度より実施

達成

B B

・始まったばかりの制度であり、傾向が
つかめないが、ＨＰへの掲載等実施して
いるが、平成25年度実績（12件）は見込
み（22件）を大幅に下回った。平成26年
度に入ってからの相談件数は4件ほどあ
るが、実際の申請には繋がっていない。

・関係機関に再度周知を実
施する。

155 継

0歳～20
歳未満の
障害のあ
る人の保
護者

重度心身障害児扶養手
当及び特別児童扶養手
当の支給

20歳未満の重度の障害のある人の保
護者に対し、子どもが障害を有するこ
とにより発生する経済的負担の軽減
を図るため、手当を支給します。

継続実施                        　　　　  【22】　　   　【23】　    　  【24】 　　　　 【25】　    　【26(見込み)】
重度心身手当支給　　752人　→　745人　→　　757人 　→　767人　→　806人
特別児童手当支給　　　－　　 →　　－　　　→　1,219人　→　－　　　 →　　－

達成

Ａ Ａ

・対象者に滞りなく支給できている。 ・特別児童扶養手当につ
いては、平成27年４月より
認定事務等について、静
岡県より権限移譲される予
定である。

156 継

小学校～
概ね18歳
の障害の
ある人
保護者

障害児放課後対策レス
パイト事業

障害のある人の地域生活を支え、健
全な育成を図ることを目的に、子ども
やその家族の必要に応じて放課後対
策レスパイト事業を実施する団体に対
し、補助金を交付します。

１団体               　　　　　　　　  【22】　　   　【23】　   　  【24】 　　  【25】　　　　　　　【26(見込み)】
団体数 　　　　　　　　　  　 3団体→　  　1団体→　　　1団体→　　1団体→　　　1団体

概ね達成できる見込み。

A A

・重症心身障害児の保護者が安心して
子供を託せる場を確保でき、保護者負担
の軽減に寄与できた。

・利用者負担金額の軽減
に向けた事業移行など多
角的に検討していく必要が
ある。

157 継

障害児福祉手当の支給 20歳未満の重度の障害のある人に対
し、障害を有することにより発生する
経済的負担の軽減を図るため、支給
します。

継続実施                 【22】　　   　【23】　   　  【24】 　　　  【25】　　 【26(見込み)】
受給者数　　　432人　→　429人　→　427人　→　433人　→　451人

達成

Ａ Ａ

・対象者に、滞りなく支給できている。 ・資格喪失対象者について
早期に情報を得る必要が
ある。

158 継

心身障害者扶養共済制
度事務

障害のある人を扶養している保護者
が、自らの生存中に毎月一定の掛金
を納め、保護者に万一のことがあった
場合、障害のある人に終身一定額の
年金を支給する制度を運営します。

継続実施                       　   【22】　　　　　【23】   　　  【24】  　　　  【25】　　　【26(見込み)】
加入者数       　　　　   86人→　　279人→　　263人→　　256人→　　245人
年金受給者数       　　 49人→　  　64人→　 　73人→　    84人→  　　95人

（注）障害者と障害児を合わせた数

達成

A A

・対象者に、滞りなく支給できている。 ・制度改正に伴う掛金額の
上昇により新規の加入者
が少ない。

159 終

重症心身障害児（者）通
園事業

在宅の重症心身障害児（者）に、健康
の維持、発達指導、日常生活指導又
は機能訓練を行うとともに、介護者に
必要な助言・指導を行います。

平成23年度をもって
事業終了

※平成24年4月から
法定化され、No.160
児童発達支援に含
まれた。

　　　　　　　　　　　 　　　　　  【22】　　　　　【23】   　　  【24】  　　　  【25】　　　【26(見込み)】
Ａ型通園事業　　　　　　　　　172人→　　201人→　　　平成23年度をもって事業終了
Ｂ型通園事業　　　　　　　　　55人→　　　40人
(注）障害者と障害児を合わせた数
※平成24年４月から法定化され、No.160児童発達支援に含まれた。

達成

A A

※No.160児童発達支援事業のとおり。 ※No.160児童発達支援事
業のとおり。

160 継

児童発達支援事業 障害児に対し、日常生活における基
本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練などの療
育を行うとともに、障害児の家族に対
して支援を行います。

継続実施 　　　　　　　　　 　　　　   　　  【24】  　　　  【25】　　　 【26(見込み)】
利用人数（日/月）　　　　　　　　　1,115人 → 1,215人 → 1,380人
実人数（/月）　　　　　　　　　　　　　88人　  → 104人   → 115人
※平成24年度より実施

達成

Ａ Ａ

・障がい福祉計画に基づき円滑に実施し
た。

・放課後等デイサービスと
比較して新規事業所の参
入が少ない。

161 継

放課後等デイサービス 学校通学中の障害児に対して、放課
後や夏休み等の長期休暇中におい
て、生活能力向上のための訓練等を
継続的に提供することにより、障害児
の自立を促進するとともに、放課後等
の居場所を提供します。

継続実施 　　　　　　　　　　　 　　　　　   　　  【24】  　　　    【25】　　　　【26(見込み)】
利用人数（日/月）　　　　　　　　　3,021人   →  4,581人　→　 5,644人
実人数（/月）　　　　　　　　　　　　  365人　→　　507人　→　    604人
※平成24年度より実施

達成

Ａ Ａ

・障がい福祉計画に基づき円滑に実施し
た。

・Ｈ25年度以降新規事業所
が増え、事業所の不足は
解消されつつあるが、事業
所により利用のばらつきが
ある。

162 継

保育所等訪問支援 障がい児施設で指導経験のある児童
指導員や保育士が、保育所などを２
週間に１回程度訪問し、障がい児や
保育所などのスタッフに対し、障がい
児が集団生活に適応するための専門
的な支援を行います。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　　　　　【25】　　　【26（見込み）】
利用件数（人日／月）　　　　0人　→　22人
※平成25年度より実施

達成

Ｃ Ｃ

・平成25年度からはじまった事業であり、
訪問支援の内容が直接支援だけでなく、
訪問先施設のスタッフに対する技術的支
援の要素も大きいことから、25年度の利
用はなかった。
26年度より利用件数が増え始めたが、利
用見込（22人日/月）には達していない。

・保育所等訪問支援につ
いての周知が必要である。

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

目標の達成見込み 評価の理由等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

障害のあ
る人

0歳～18
歳未満の
障害のあ

る人

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

今後の課題、取組等
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(Ｓ～Ｃ)

今後の課題、取組等

163 継

自立支援給付事業 障害者自立支援法に基づき、障害者
が自立した日常生活又は社会生活を
営むことができることを目的に、障害
福祉サービスの利用に係る給付費を
支給します。

継続実施                        　　　　　　 【22】　　　　　【23】   　　  【24】  　　　  【25】　　　　　　【26(見込み)】
居宅介護（延べ）　　　　　　　5,593人→　　6,500人→　　7,460人→　　8,221人→　　9,234人
同行援護（延べ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,486人→　　1,566人→　  1,711人
行動援護（延べ）　　　　　　　　236人→　　  264人→　   　255人→　  　221人→    　215人
児童デイサービス（延べ）　　1,630人→　　2,908人
短期入所（延べ）　　　　　　　1,923人→  　2,058人→　　 2,205人→　  2,657人→　  2,832人

※児童デイサービスについては平成24年度以降、No.160児童発達支援、No.161放課後等デイサービスに移行。
(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・各サービスとも利用者数は増加傾向に
あり、多くの人たちにサービス提供がで
きた。

・サービス利用により、利
用者の生活能力の向上に
つなげることが課題であ
る。

164 継

重度心身障害者医療費
の助成

重度心身障害者の保険診療に係る自
己負担分を助成します。

継続実施 　　　　　　　　【22】　　　　　　　【23】   　　  　　【24】  　　　  　【25】　　　　　【26(見込み)】
受給者数　　14,921人　→　　15,074人　→　15,463人　→　16,830人　→　15,862人

達成

A A

・受給対象者は年々増加しており、医療
費助成が必要な重度障害者に対し適切
な制度の適用を図ることができている。

・平成25年度市民評価会
議において「現行継続」と
評価されたことを受け、平
成27年度を目標として事業
の見直しによるスリム化を
検討していく。

165 継

補装具支給事業 障害のある人の失われた機能を補
い、日常生活を円滑に過ごすために
適した用具の購入又は修理の費用を
助成します。

継続実施                  　【22】　　　　【23】   　　  【24】  　　　【25】　　　　【26(見込み)】
助成件数　　　　　942件→　　971件→　　982件→　137件→　　843件

(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・助成件数全体に対する障害児への助
成件数の割合は、ほぼ横ばい（全体の
18％程度）である。修理の件数が交付申
請の半数以上あり、状況に応じ適宜に活
用されている。

・特例補装具の申請件数
は障害児が圧倒的に多
い。限られた条件の中で、
個々の状態にあった補装
具の助成ができるように、
他市との情報共有を図っ
ていく。

166 継

日常生活用具支給事業 重度身体障害者の日常生活の便宜を
図るため、障害の種類と程度に応じて
介護・訓練支援用具、自立生活支援
用具等の費用を助成します。

継続実施                      　　　  【22】　　　　　【23】   　　  【24】  　　　　  【25】　　　　　【26(見込み)】
助成件数　　　　　　　5,966件→　6,691件→　7,498件→　　8,099件→　　9,081件

(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・障害児の給付件数は増加しており、日
常生活の便宜が図られている。

・障害の程度や状況に適し
た支給を行うため、新たな
品目の追加等を検討して
いく。

167 継

重度心身障害者住宅改
造費補助金

障害のある人が住み慣れた住宅で安
心して健康的な生活ができるよう住宅
を改造する場合、補助金を交付しま
す。

継続実施                     　　　　　　  【22】　　　【23】　　  【24】  　  【25】　　【26(見込み)】
助成件数　　　　　　　　　　3件→　　3件→　　5件→　　5件→　　5件

(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・住み慣れた住宅の改造が必要な障が
いのある人に、予算の範囲内の制限は
あるが補助金を交付し、住宅改修を推進
することができている。

・ここ数年、高齢者と同様
申請件数が減少してきて
おり、制度の周知方法の
検討が必要である。

168 拡

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人
に対し、個々の利用に合った計画のも
と、移動支援事業従事者の資格を持
つガイドヘルパーが外出のための支
援を行い、利用に対する費用の一部
を助成します。

継続実施 （障害者福祉課分）      　　  【22】　　　　　【23】　　　　  【24】　　　  　  【25】　　　　【26(見込み)】
事業所数　　　　　　　　　　　　46か所→　　 51か所→　　51か所→　 　50か所→　 49か所
利用者数（延べ）　　　　　　　6,957人→　　6,957人→　　6,165人→　　6,361人→　7,319人

（精神保健福祉課分）         【22】　　　　　【23】　　　　  【24】　　　  　  【25】　　　　【26(見込み)】
事業所数　　　　　　　　　　　　9か所→　　 17か所→　 　22か所→ 　　26か所→　　   27か所
利用者数（延べ）　　　　　　　142人→　　  275人→　  　449人→　     659人→　　　 　966人

　
(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・移動支援を必要とする障がいのある人
に、適切に提供できている。

・地域課題として、通学時
の移動支援の利用が提起
されているため、支援が必
要である人の個別事例の
検討、積み上げが必要で
ある。

169 継

日中一時支援事業 障害のある人の一時的な見守り・その
他支援のため、日中の施設利用に対
する費用の一部を助成します。

継続実施                     　　　　　　　　  【22】　　　　　【23】　　　　　  【24】  　 　　 【25】　　　　【26(見込み)】
事業所数 　　　　　　　　　　　　25か所→  　27か所 →　    30か所→　 21か所→　　21か所
利用者数（延べ）　　　　　　　 4,128人→　 3,119人→　　  1,394人 →    755人→　　766人
 
(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・日中一時支援を必要とする障がいのあ
る人に、適切に提供できている。

・日中一時支援の土日開
所事業所の拡大の方法を
探るとともに、利用者や事
業所などへの調査をするこ
とで事業のあり方を再構築
する必要がある。

170 継

障害者タクシー料金助成
事業

重度障害のある人の移動手段を確保
するため、タクシー利用料金又は車い
す用タクシー利用料金の一部を助成
します。

継続実施                     　　　  【22】　　　  　【23】　　　     【24】  　　　   【25】　　　　      【26(見込み)】
交付者数　　　　　　　　3,870人　→　3,626人　→　3,683人　→　3,678人　→　  3,704人
（内分け）
普通タクシー券　　　　　　－　　　→　3,528人　→　3,592人  →　3,580人  →　　3,593人
車いす用タクシー券　　　－　　　→　　　98人　→　　　91人  →　  　98人   →  　　111人
　
(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・タクシー券の利用枚数は年々増加して
おり、タクシー券を利用した障がいのある
人の社会参加が促進されている。

・引き続き、障がいのある
人の社会参加を図るため
にタクシー券の利用促進を
図るとともに、本事業の内
容についても検証を行って
いく。

障害のあ
る人

23
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171
継
ま

相談支援事業 障害のある人等が障害福祉サービス
を利用しつつ、その有する能力や適
性に応じ、自立した日常生活又は社
会生活を営むことができるよう、地域
の障害のある人等の福祉に関する各
般の問題につき、障害のある人等又
はその家族からの相談に応じ、必要
な情報の提供や助言その他必要な支
援を行います。

継続実施  （障害）　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　  【23】　　　   【24】  　 　　   【25】　　　　【26(見込み)】
障害者等相談支援事業（身体障害）
相談件数　　　　　　　　　　　　4,642件 →　7,428件 →　8,736件 →　7,596件→　8,200件
事業所数　　　　　　　　　　　　3か所　  →　　3か所 →　　3か所  →　 3か所→　　3か所

障害者等相談支援事業（知的障害）
相談件数　　　　　　　　　　　　7,007件 →　7,093件 →　9,388件 →　9,536件 →　9,500件
事業所数　　　　　　　　　　　　4か所    →　　4か所 →　　4か所  →　　4か所 →　　4か所

（精神）　　　　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　     【24】  　 　　  【25】　　　　　【26(見込み)】
精神障害者等相談支援事業
相談件数　　　　　　　　   　2,244件 →　2,334件  →　2,528件  →　3,376件  →　2,500件
事業所数　　　　　　　　　   3か所    →　3か所     →　3か所     →　3か所     →　3か所

(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・平成25年度の相談件数の合計は
20,508件と、平成26年度の目標件数であ
る20,200件を既に上回っている。
相談件数は年々増加、多様化しているた
め、今後も相談件数は見込み数を上回
ることが想定される。

・年々増加、多様化する相
談内容に対応するため、地
域包括支援センター、障害
福祉サービス事業所、医
療機関など関係機関との
連携がさらに必要となる。

172 継

発達障害者支援体制整
備事業

発達障害者支援体制の実態を把握し
た上で、今後の発達障害者支援の在
り方を検討すること等により、乳幼児
から成人期までの一貫した支援体制
の整備を図るとともに、発達障害につ
いての理解啓発を図ります。

継続実施 年度毎に、取り組む内容を検討し、次のような事業を実施した。
・発達障害者支援体制整備検討委員会の開催
・市民向け講演会の開催
・相談支援ファイル作成・配付・検証
・市職員の専門研修会への派遣
・発達障害者支援実態調査の実施
・発達障害者支援サポートコーチの派遣
・ペアレントメンターの活用

達成

A A

・発達障害者支援体制整備検討委員会
を年２回開催し、発達障害児者支援のあ
り方を検討した。
・相談支援ファイルの見直しを検討した。
・また、実態調査では、成人期の発達障
害者についての調査を実施した。

・相談支援ファイルの見直
しを検討する。(内容・大き
さ・紙質・配付方法・周知方
法等）

173 継

発達障害者支援センター
運営事業

発達障害のある人への支援を専門に
行う拠点として、発達障害に関する各
般の問題について本人又は家族から
の相談に応じ、適切な指導又は助言
を行うとともに、研修等を通して関係
機関等との連携を図ります。

継続実施                     　　　　　　　　        【22】 　　　 　【23】　　 　    【24】  　 　　 【25】　　 【26(見込み)】
相談支援                          　　 773件  →  　768件  →  　841件 →  　800件 →　   800件
発達支援　　　　　　　　　　　　　 　1209件  →　1,497件 →  1,632件 →  1,200件 →　  1,200件
就労支援　　　　　　　　　　　　　　  　35件   →  　　58件 →  　145件  →　 　50件 →       50件
関係機関への研修（延べ）　　　 3,324人 →　  3,004人 →　3,509人 →　2,500人→　   2,500人

(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

A A

・発達障害児者に対する支援を総合的に
行う地域の拠点として、発達障害に関す
る各般の問題について発達障害児者及
びその家族からの相談に応じ、適切な指
導または助言を行い、関係機関等との連
携を図った。

・相談件数が増加傾向に
あり、センターが二次的機
関ではなく、直接的支援の
割合が増えている。各関係
機関の連携による総合的
な支援体制を整備するこ
と、発達障害者支援体制
整備検討委員会、特別支
援連携協議会等を有効活
用することが必要である。

174 継

身体障害者手帳の交付
決定

身体障害の程度についての審査を行
い、身体障害者手帳を交付します。

継続実施                     　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　  【24】  　 　　 【25】　　　　　【26(見込み)】
新規交付　　　　　　　　　1,971件→　1,872件→　　1,938件→　　2,026件→　　2,000件
　（うち18歳未満）　　　　（31件）　　（27件）　　　　（35件）　　　　（37件）　　　　（30件）

達成

A A

・申請に対し適正な審査及び手帳交付を
実施し、目標を達成する見込みである。

・引き続き、適正かつ確実
な身体障害者手帳の交付
を実施していく。

175 継

障害者歯科保健センター
運営事業

心身に障害のある人で一般の歯科診
療所では治療が困難な人の歯科診療
や、歯や口、食べることなどの困りご
と相談に応じたり、障害者通所施設で
の歯科保健活動や歯科健診を行いま
す。

障害児通園施設、特別
支援学校のかかりつけ
歯科保持率80％、通園
施設、特別支援学校・
学級の保護者への講
話を年2回以上、地域
障害乳幼児対象の食
べ方相談教室利用者
延べ30人

                    　　　　　【22】　　　　【23】　　　    【24】  　 　　 【25】　　　　　 【26(見込み)】
診療日数　　　　　　　232日 →   　　248日 →　　235日 →   　　245日  →　　   188日
診療者数　　　　　　2,634人 →　　2,574人 →　2,389人 →　　1,938人  →　　1,950人
啓発事業回数　　　　　31回 →　　　143回 →　　196回 →　   　205回  →　　   190回
啓発事業人数　　　　339人 →　　2,496人 →　3,330人 →　　 3,260人 →　   3,150人
※平成26年度実施内容（上記以外）
・特別支援学校での講話5回  ・障がい児通園施設のかかりつけ歯科保持率70％

目標未達成

Ｂ Ｂ

・かかりつけ歯科率は、毎年増加してお
り70％までは達成が見込まれるが、80％
の達成を見込むことは難しい。
・食べ方相談教室については、見直しに
より事業を廃止した。

・特別な支援を必要する子
どもは、増加傾向にあり、
その子らの歯と口の問題
は深刻になる場合がある。
県立特別支援学校との協
働は成功しているが、今
後、市立の教育機関との
協働ができる方法につい
て検討が必要である。

176 継

自立支援医療（育成医
療）の給付

身体上の障害のある児童（18歳未満）
や現在の病気を放置すると将来障害
を残すと認められる児童で、治療に
よって確実な効果が期待される場合、
その医療費の一部を公費で負担しま
す。

継続実施            　　　　　　【22】　　　　【23】　　　  【24】  　 　　 【25】　　　　　　【26(見込み)】
給付件数　　　　　869件→　1,044件→　　973件→　　1,158件→　　1,171件

達成

A A

・医療機関あて制度周知のためのちらし
を配り、申請を促してもらうようにした結
果、申請件数が増えて手術を行う予定の
ある子どもを育てる家庭の医療費の助
成を行うことができた。

・医療機関に対し、申請者
等に申請を促してもらえる
よう、より一層制度の周知
等を図る。

障害のあ
る人
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

目標の達成見込み 評価の理由等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

今後の課題、取組等

177 継

精神障害者保健福祉手
帳の交付

各種の支援を受けやすくすることによ
り、社会復帰と社会参加の促進、社会
的自立を図るため、一定の精神障害
の状態にあると認定された人に対して
手帳を交付します。

継続実施            　　　　　　　【22】　　　 　【23】　　　  【24】  　 　　 【25】　　　　　【26(見込み)】
手帳所持者数　　3,160人→    3,442人→　3,592人→　3,738人→　　4,157人
　
　(注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・適正に手帳発行の手続きを実施でき
た。

・精神障害者の社会復帰、
社会参加の促進、社会的
自立を図るため、引き続き
適正に交付する。

178 継

自立支援医療（精神通院
医療）の給付

精神障害のある人がその障害の軽減
又は改善を図るための治療を指定医
療機関で行った場合、保険診療に係
る自己負担分の一部を公費で負担し
ます。

継続実施            　　　　　　    　【22】　　　 　【23】　　　    【24】  　 　 【25】　   　　【26(見込み)】
受給者証交付件数　　  6,953件→　7,507件→　7,569件→　 7,694件→　　8,139件
 
 (注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・精神障害者の負担軽減を図ることで、
継続的に適正な医療を提供した。

・精神障害者の負担軽減
を図るため、引き続き適正
に交付する。

179 継

精神障害者入院医療費
の助成

精神障害により入院した人（任意入
院、医療保護入院）の療養を推進し、
精神障害のある人やその保護者等の
入院医療費を軽減するため、自己負
担金の一部を助成します。

継続実施            　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　   【24】  　 　 　 【25】　　　　 　【26(見込み)】
助成件数           4,722件→　4,932件→　　4,882件→　　4,338件→　　4,744件
 
 (注）障害者と障害児を合わせた数

達成

Ａ Ａ

・療養を必要とする人に適切な医療を提
供するとともに、経済的負担の軽減を
図った。

・精神障害者の負担軽減
を図るため、引き続き適正
に交付する。

180 継

精神障害
者保健福
祉手帳を
所持して
いる人

精神障害者交通費助成
事業

精神障害者保健福祉手帳を所持する
人の社会参加を促進するため、電車
やバスの乗車券（トイカ・ルルカ）を交
付します。

継続実施 　　　　　　　 　【22】　　　   　【23】　　      　【24】　　　 　　【25】　     　　【26（見込み）】
相談件数　　1,659件　→　1,612件　→　1,887件　→　1,901件　→　2,000件

※相談種別→養護相談、障害相談、非行相談、育成相談、その他

達成

Ａ Ａ

・精神障害者へ交通費を適正に支給す
ることができ、障害者の生活圏を拡大す
ることによって社会参加の促進に寄与で
きた。

・精神障害者の負担軽減
を図るため、引き続き適正
に交付する。

精神障害
のある人
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施策目標４「子どもの「生きる力」をはぐくむ教育環境づくり」
基本施策１「学校における教育環境の整備」

181 継

消防署の見学 保育園・幼稚園児と小学生を対象に、
消防署を見学し、119番通報から消防
自動車や救急車の出動のあらましや
消防署の仕事などを見学します。

消防署の見学希望を
100％受け入れる。
（消防署の災害出動
及び訓練等業務上支
障の無い範囲）

                       【22】　　　　　【23】 　　　　　【24】　　　　　【25】　　　　 【26（見込み）】
開催日数　　　　　108日　　→　　93日　　→　　93日　　→　　97日　　→　　90日
参加者　　　　 　6,107人　  →　5,864人　→　6,175人　→　5,883人　→　5,500人

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・見学希望のあった保育園、幼稚園、小
学校等に対して希望どおり実施すること
ができている。119番通報から消防車、救
急車出動までのあらまし及び平常時の消
防署の仕事内容などを見学してもらうこと
により、火災予防普及啓発ができた。

・引率者が出入りするた
め、情報管理への配慮が
必要である。
・今後も消防署の見学を積
極的に受け入れていく。

182 継

夏休み子ども消防教室の
開催

夏休み期間（8月）の消防署見学等を
通して、消防の仕事を学ぶとともに、火
災予防教育を実施します。

６消防署１分署にて
各１回実施
３００人参加

                       　　 【22】　　　　　 【23】　　　　　【24】　　　【25】　　　 【26（見込み）】
開催回数(延べ）　　　　7回　  →   　7回　→　    7回　→   　7回　→　継続実施
参加者数　 　　　　　　417人　→   176人 →  　286人 →　202人
※平成26年度は各消防署及び分署にて実施予定。４消防署にあっては2日間（うち1日は土曜日開催）開催する。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・５年間の達成状況はおおむね８割以上
である。また、年度を重ねるにあたって、
申し込みの多い消防署は、２日間開催と
して、より多くの子供たちが参加できる環
境を用意するようになった。子ども達に
とっては、夏休みの自由研究等と重なり、
真剣に臨んでくれる。また消防の仕事を
理解してもらうだけでなく、火災予防全般
について話ができる良い機会となってい
る。

・各消防署の状況に応じ、
できる限り市民のニーズに
応えられるように開催して
いく。

183 継

国際理解教育の推進 幼稚園、小中学校の行事や学習時間
において講師を派遣し、自国や他地
域・他国の伝統や文化を学ぶなど、国
際理解教育を推進します。

幼稚園・小中学校の
要請に応じて、講師
等を派遣する。

  　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】 　　　 【26（見込み）】
講師派遣回数　　6件   →    2件 　 →　  6件　 →　　6件　→　　継続実施
※平成26年度は幼稚園・小中学校の要請に応じて、講師等を派遣する。

概ね達成できる見込み。

A A

・外国の学校との交流を深めるために要
請があった学校に対してＡＬＴを派遣して
他国の文化や風習について学ぶことがで
きた。

・外国語活動や英語科の指
導は各学校で行っている
が、国際理解教育を教育課
程に位置付け、計画的に実
施することが難しい。

184
継
重

特別支援教育推進事業 特別な教育的支援を必要とする幼児
や児童生徒を支援するため、幼稚園
や小中学校に特別支援教育支援員を
配置します。

市立幼稚園に２人、
小中学校に県費を含
め１５４人配置。

 　　　　　　　　　 【22】　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　 【26（見込み）】
市立幼稚園　　　4人　　→　　3人　　→　　3人　　→　2人　　→　　4人
小中学校　　　100人  　→　127人　 →　131人 →　134人　 →　154人

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・目標値どおりの特別支援教育支援員を
配置することができた。
・園や小中学校への調査結果をもとに、
特別支援教育支援員の適正な配置がで
きた。
・特別支援教育支援員が、特別な教育的
支援を要する子どもを支え、適切な学校・
学級運営に貢献したため。

・特別支援教育支援員配置
を求める学校に、適切　に
対応していく必要がある。
・特別支援教育支援員とし
ての、安定した人材の確保
が必要である。
・特別支援教育支援員の増
員が必要である。

185 継 小学生

複式学級への非常勤講
師配置事業

市内の複式学級を有する小学校に非
常勤講師を配置し、基本4教科（国語、
社会、算数、理科）の授業を学年単位
で実施し、複式による授業の改善を図
ります。

複式学級があるすべ
ての小学校(18校）に
非常勤講師を配置

　　　　　　　　　　【22】　　 　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　【26(見込み）】
配置校数　　　　12校　→　16校　　→　18校　→　18校　→　18校
※複式学級があるすべての小学校に非常勤講師を配置

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・複式学級があるすべての小学校（18校）
に非常勤講師を配置し、複式による授業
の改善が図られた。

・複式学級がある全ての小
学校に非常勤講師を配置
し、基本４教科の授業を学
年単位で実施できる状況を
今後も継続していく。

186 継

不登校の状態にある児
童生徒のための適応指
導教室の運営

不登校児童生徒のための適応指導教
室を設置し、集団生活への適応や学
校生活への復帰を支援するためのカ
ウンセリング及び学習等を組織的かつ
計画的に実施します。

「ふれあい」「はばた
く」の2教室開級
開級日数　175日

　　　　　　　　　【22】　　   　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　【26(見込み）】
開級日数　　  175日　→　175日　→　175日　→　174日　→175日
通級生　　　　　39人　→　　51人　→　 48人　→　　54人　→未定
※「ふれあい」「はばたく」の2教室開級

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・静岡市内の不登校児童生徒のため、
２ヵ所の適応指導教室を設置し、集団生
活への適応や学校生活への復帰を支援
する活動を組織的かつ計画的に実施し
た。

・継続して実施していく。

187 継

港の広報活動（清水港見
学会）

清水港の重要性や役割、取扱量統計
等の具体的な講義、臨海地区や海上
からの見学を通して、港に対する理解
を深めます。

市内小中学校を対象
に申し込みがあった
学校に対して実施

　　　　　　　　　　【22】　　  　【23】　　　  　【24】　　　    　【25】　　 　【26(見込み）】
実施校　　　　　32校　 →　  29校　  →  　30校　　→　 　34校　　→　   35校
参加人数　　2,731人　→　2746人　→　2,887人　 →　3,145人　 →　3,000人
※市内小学校を対象に申し込みがあった学校に対して実施。

概ね達成できる見込み。

Ｓ Ｓ

・平成22年の計画期間中、対前年比で参
加者数が増加し、全体をとおして申込学
校数も増加した。

・申込学校数、参加者数の
増加を図るとともに、子ども
に清水港をより知ってもら
えるよう、パンフレットを改
善していく。

188 終

農業体験教育事業（小中
学校農業体験教室）

田植え、さつまいもの収穫などの農業
体験を通して、自然に親しみを持たせ
るとともに、地域や食物への関心を深
めます。

開催回数
10回
参加者数
延べ500人

 　　　　　　　　　　 【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】
開催回数　　　　　26回　　→　 15回　　→　 5回　→　 ２ 回
参加延べ人数　2,087人　→　754人　→　361人　→　59人
※H25年度をもって終了。（青少年育成課に所管替えを行い、No.186「適応指導教室の運営事業」の中で実施）

達成

Ａ A

・事業の見直し、所管替え等により、目標
値には達していないが、小中学生に農業
者との触れ合いを通じて、農の大切さを
伝えることができた。

（青少年育成課に所管替え
を行い、No.186「適応指導
教室の運営事業」の中で実
施。）

189 継

学校応援団推進事業 子どもの健やかな育成と家庭・地域の
教育力の向上を図るため、学校にコー
ディネーターを配置し、ボランティアに
よる地域社会の協力を得て、登下校の
見守りや授業の補助などの活動を行
います。

学校応援団推進事業
の全校のうち100パー
セントの実施。

各年度において、下記のとおり実施した。
・市内13ブロックに学校支援地域本部を設置。
・市内全小中学校129校において,応援団活動100％実施。
・活動に必要な消耗品購入のための予算措置。

概ね達成できる見込み。

A A

・地域本部コーディネーターの学校訪問に
より、事業浸透の効果が認められ、各小
中学校においてボランティア活動の活性
化が図られている。

・地域人材の確保・育成に
更に努めるとともに、各小
中学校におけるボランティ
ア活動の活性化を図る。

掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み

就学前
小学生

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

就学前
小学生
中学生

小学生
中学生

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

190 継

ＩＣＴを生かした教育の推
進

市内小中学校へＩＣＴ教育機器を整備
し、各教科、道徳、特別活動又は総合
的な学習の時間などで活用します。
※ＩＣＴとは、情報（Information）や通信
（Communication）に関する技術
（Technology）の総称。特に教育では、
ネットワークを生かして情報や知識の
共有を図ることを目指しています。

すべての小中学校に
導入

各年度において、全小中学校で実施。(小学校86校、中学校43校） 概ね達成できる見込み。

A A

・PC教室を中心とし、ICT活用を推進する
ことができた。
・ICT環境を活用する教員が増えている。
・デジタル教科書の導入以降、多くの教科
の授業で実践が増えている。

・協働学習等に活用する、
タブレット端末などの導入
拡大、電子黒板の台数増
加が課題である。

191 継

環境教育の推進 豊かな自然や身近な地域での様々な
体験活動を通して、環境に対する関心
を培うことを目的に、環境教育を推進し
ます。

継続実施 各年度において、全小中学校で実施。(小学校86校、中学校43校） 達成

A A

・授業では、身近な問題を教材として取り
上げることや、体験活動を重視した取組
など、環境教育と関連付けた指導を確認
することができた。

・学習指導要領に示された
各教科における環境教育と
関連付けた授業を実施する
ためには、年間指導計画作
成時に、環境教育との関連
について教員の共通理解
を一層深める必要がある。

192 継

キャリア教育の推進 小中学生の社会的・職業的自立に向
けて必要な基盤となる能力や態度を育
てることを目的としたキャリア教育を、
中学生職場体験学習を中心に推進し
ます。

継続実施 各年度において、全中学校で連続3日間以上の職場体験学習を実施。また、小中学校間で連携して取り組むキャリア
教育を推進。

達成

A A

・キャリア教育担当者会や学校訪問、各
校におけるキャリア教育の全体計画の作
成、職場体験学習の受入事業所の拡大
等を通して、子どもたちの社会人・職業人
として自立する力を養うという、職場体験
学習のねらいについて、学校・保護者・地
域の理解が図られた。これによって、キャ
リア教育の推進の基礎が築かれ、毎年、
全中学校で連続３日間以上の職場体験
学習が実施されて成果を上げている。
・小中学校間で連携して取り組むキャリア
教育の推進については、平成20年度の
キャリア教育担当者会から継続して取り
組んできた。小中連携についての協議を
通して、地域の子どもたちの共通の課題
とその目標等を見出すことができた。

・各校の職場体験学習が円
滑に行われるように、教育
委員会が継続して受入事
業所リストの登載数や職種
を増やし、重複する実施日
や希望事業所の取りまとめ
を行って、支援する必要が
ある。
・中学校での職場体験学習
だけに終始せず、小・中学
校の課題や子どもたちの発
達段階に即したキャリア教
育を推進する必要がある。
・キャリア教育担当者会で、
本市の小中共通の課題とし
てあげられている、「人間関
係形成・社会形成能力」を
視点に協議し、自校の課題
に即した重点的なキャリア
教育を推進する。

193 継

福祉教育の推進 教科、総合的な学習、道徳又は特別活
動等を通して、学校や地域の実態に応
じて福祉に関わる学習や活動を推進し
ます。

各小中学校で地域の
特性や学校の実態に
応じて実施し、培いた
い資質、能力や態度
を育成していく。

各年度において、小中学校の地域の特性や学校の実態に合わせながら、社会福祉協議会と連携を図り実施。 概ね達成できる見込み。

A A

・社会福祉協議会と各小中学校が連携し
ながら、地域の特性や学校の実態に応じ
て実施し、培いたい資質、能力や態度を
育成することができた。

・特別活動や総合的な学習
の時間の中で行われてい
る福祉教育を学校教育の
中で有機的に結びつけ日
常的に取り組んでいくこと
が課題である。

194 継

日本語指導が必要な児
童・生徒への支援

日本語児童が必要な児童生徒が、日
本語の初期指導を継続的に受け、日
常生活に必要な日本語を習得するとと
もに、学校生活全般に適応するために
支援します。

継続実施                                       　　  　　【22】             【23】          【24】           【25】            【26（見込）】
通級指導実施回数(1人あたり）     　 33回　→　    33回　→　    33回　→　    28回　→　   30回
訪問指導実施回数                  　　446回　→　  450回　→   　318回　→　  320回　→ 　200回
適応相談実施回数                    　　44回　→　　 30回  →　     16回　→    　20回　→   　24回

達成

A B

・日本語指導センターによる、当該児童生
徒及びその保護者の支援体制を確立し
て、支援することができた。その支援を受
けた当該児童生徒は、着実に日本語の
力を習得している。
・本市の当該児童生徒は、年々増加傾向
にあり、支援のニーズは高まっているもの
の、日本語指導センター事業の指導対応
回数や日本語教室の設置数等に制限が
あり、学校の要請に対して十分な支援を
施されない児童生徒の問題が、依然とし
て解消されていない。
・また、他市の支援体制や国が求める基
準と比べても、本市の支援体制には大き
な差がある。

・支援体制が国の求める水
準に達していない。
・支援ニーズは高まってい
るものの、日本語指導セン
ターの支援体制に限界が
あるため、教員が当該児
童・生徒の受入や支援の仕
方について研修し、認識を
深め、学校における指導体
制を改善する必要がある。
このため、関係する学級担
任等の学校代表者及び同
センター指導員を対象にし
た「日本語指導担当者会」
を実施して、今後の本市に
おける帰国・外国人児童生
徒教育及び国際理解教育
の基礎を築く。
・国の「特別な教育課程の
編成・実施」の趣旨をふま
えた、今後の日本語指導セ
ンター事業計画を、検討委
員会での検討や同センター
での学級担任との懇談会
等を通して立案する。

小学生
中学生
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

195
継
重

スクールカウンセリング
事業

いじめ、不登校又は問題行動など、児
童生徒の心の問題に対応するため、ス
クールカウンセラーや教育相談員を小
中学校に配置し、児童生徒、保護者な
どへの相談活動を実施します。

○スクールカウンセ
ラー　　40人
小学校は週4時間
中学校は週4～8時間
○教育相談員
36人
4学級以上の中学校に
1日5時間×週5日

                              　   【22】           　     【23】    　          【24】                  　 【25】            　 【26（見込）】
スクールカウンセラー　　　　 　34人　　  →　 　 35人　 　   →　 　34人　          →　　   32人　     　→ 　　 35人
　　小学校　　　　　　　　　月4～8時間    →   月4～8時間   → 月4～10時間    →  　 週３          　→　     週３
　　中学校　　　　　　　　　週6～8時間    →   週4～8時間   → 週6～8時間      →  週6～8時間     → 週6～8時間
教育相談員　　　　　    　      35人　　   →　  　34人         →    　36人　 　     →　 　  33人       　→　 　　34人
 
※教育相談員の配置
　H22～H24     ：4学級以上の中学校に1日5時間×週3日
　H25　　　　　　 ：生徒数200人以上の中学校に1日４時間×週3日
　H26（見込み）：生徒数200人以上の中学校に1日５時間×週3日

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・小学校は、週３時間スクールカウンセ
ラーを配置し、中学校は、学校規模に応じ
て、週６～８時間スクールカウンセラーを
配置した。山間地の小規模中学校にも年
間10時間程度計画的に配置できるように
した。
・また、生徒数200名以上の中学校には、
教育相談員を週12時間配置した。

・小中学校の小規模校への
要請対応について、時間の
確保と年間数回の定期的
なスクールカウンセラを派
遣する必要がある。
・命に係る事案の対応が多
くあった。子どもの発達、家
庭環境も含めた視点につい
て研修する必要がある。

196
継
重

スクールソーシャルワー
カー活用事業

小中学校にスクールソーシャルワー
カーを配置又は派遣し、いじめ、不登
校又は暴力行為その他の学校生活に
おける諸問題を抱える児童生徒に必
要な支援を行い、学校生活上の諸問
題の解決を図ります。

○スクールソーシャ
ルワーカー　１２人
○12支部の拠点校に
それぞれ週２日（14
時間）配置。

                                          【22】         【23】        【24】         【25】             【26（見込）】
 スクールソーシャルワーカ-  　　4人　 →　  5人　 → 　5人　　→　  4人　　→　  5人
配置小学校　　　　　　　　　　　　　8校　 →   10校　→　 10校 　→　 10校  　→　 10校
※週1日（6時間）　配置。また要請があった小中学校に随時派遣。

概ね達成できる見込み。

Ｂ Ａ

・スクールソーシャルワーカー５名を小学
校10校に、1回６時間、年間35回ずつ配置
した。配置校以外の学校への派遣を、１
回４時間、年間35回で合計140時間設け
た。
・機関連携ケース会議を積極的に行い、
いずれのケースも、学校と関係機関が迅
速かつ効果的に連携して対応した。また、
各区の要保護児童対策地域協議会へも
参加し、関係機関とのネットワークの構築
を図った。

・配置校以外からの要請派
遣は小学校が大半を占め、
中学校からの要請派遣の
回数が少ないので、中学校
での活用を増やしていく。
・教職員に、スクールソー
シャルワーカー活用の情報
発信と更なる啓発活動を行
う必要がある。

197
拡
ま

学校図書館教育推進事
業

12学級以上の小中学校に置かれた司
書教諭及び図書館担当者の補佐役と
して学校司書を配置し、授業等による
計画的活用を図るとともに、児童生徒
が主体的に学習に活用できる場として
の充実を図ります。

市内6学級以上の小
中学校に学校司書を
配置。

  　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　　　【23】　　　　　　　　　【24】　　　　　　　　【25】　　　　　　　 【26（見込み）】
配置基準　　　　　　12学級以上　 →   10学級以上　 →   　8学級以上　 →   6学級以上　 →   　6学級以上
配置校数　         　　　85校　　　 →　　   93校　　 　 → 　　　96校 　　　 →   　103校　　　 →　　   10３校

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・市内6学級以上の小中学校103校に学
校司書を配置することができた。

・5学級以下の小中学校の
学校司書の配置の在り方
や任用された学校司書の
勤務日数について検討し、
学校図書館機能のさらなる
充実を図る。

198
継
ま

学力アップサポート事業 全国学力・学習状況調査による分析を
参考にしながら、有償ボランティアを派
遣し放課後の学習指導を行います。

全国学力・学習状況
調査の集計分析をも
とに、有償ボランティ
アを12校に配置す
る。

　　　　　　　【24】　　　【25】　　【26（見込み）】
配置校　　　6校　→　6校　→　12校
※モデル校を設定し、平成24年度から実施。
　

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・全国学力・学習状況調査の集計分析を
もとに、有償ボランティアを12校に配置
し、有効な補充学習の方法について実践
研究がすすんだ。また、その内容を全て
の小中学校代表者が参加した報告会で
報告し、還元することができた。

・有償ボランティアである支
援員の人数確保が困難で
ある。また、学習指導の効
果を高めるために支援員の
研修会を充実させる必要が
ある。

199 継
小学生
中学生
高校生

次世代育成プロジェクト
事業

小中高校の児童生徒が、様々な専門
家等から静岡のすばらしい産業や文
化について学んだり、職場体験等を通
して、進路や職業について考えます。

継続実施 ・スペシャリスト派遣事業　　 【22】　　　　　　　【23】　　　　　　　　【24】　　　　　【25】　　　　　　　　 【26（見込み）】
　　　　実施数　　　　　　　　　45校56件 →  48校50件　　  → 53校56件   → 民間教育力活用事業と統合。

・民間教育力活用事業
     １校当たりの補助　       3万円　　　　→　　3万円　　　→　　3万円 　　 → 　2万9千円     →    2万5千円

・職場体験学習  　平成22年度より毎年度、全中学校で連続3日間以上実施（平成26年度は実施予定）

※平成25年度、　「スペシャリスト」派遣事業と「民間教育力活用事業」の統合し、地域の人材活用の体制を再整備。

達成

A A

・「スペシャリスト」派遣事業や「民間教育
力活用事業」を通して、どの学校も自校の
教育計画に沿いながら、地域の教育力を
工夫して取り込み、体験的な学習活動を
実践している。同時に、地域の理解も図ら
れ、年々、外部人材の幅も多様化してい
る。
　また、平成25年度、　「スペシャリスト」派
遣事業と「民間教育力活用事業」の統合
し、地域の人材活用の体制を再整備する
ことができた。
・キャリア教育担当者会や学校訪問、各
校におけるキャリア教育の全体計画の作
成、職場体験学習の受入事業所の拡大
等を通して、子どもたちの社会人・職業人
として自立する力を養うという、職場体験
学習のねらいについて、学校・保護者・地
域の理解が図られた。これによって、キャ
リア教育の推進の基礎が築かれ、毎年、
全中学校で連続３日間以上の職場体験
学習が実施されて成果を上げている。

【民間教育力活用事業】
・事業統合により外部人材
活用の機会が制限され、各
校の体験的な教育活動が
縮小傾向にある。
・地域の無償ボランティア
の活用拡大、学校応援団
事業との連携強化や将来
的な統合を視野に入れて、
事業を見直し、新事業計画
を作成する。
【職場体験学習】
・各校で事業が円滑に行わ
れるよう、教育委員会が受
入事業所数や職種を増や
し、実施日や希望事業所の
調整を行う等支援する必要
がある。
・中学校での職場体験学習
だけでなく小・中学校の課
題や発達段階に即したキャ
リア教育を推進する必要が
ある。
・キャリア教育担当者会で
「人間関係形成・社会形成
能力」を視点に協議し、自
校の課題に即した重点的な
キャリア教育を推進する。

小学生
中学生
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掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要 目標の達成見込み
総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
子どもプランで設定し
た平成26年度末目標

値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

200 継 中学生

中学生国際交流資金貸
付基金事業

市内中学校が国際交流を促進するた
め、海外の中学校を訪問して交流を行
う中学生の保護者に対し、交流に必要
な資金を無利子で貸し付けます。

継続実施
事業の見直し及び今後
の方向性案の作成

　　　　　　　　　【22】　　　　【23】　　　　　【24】　　　　　【25】
貸付実績　　　0件　　→　　0件　　→　　0件　　→　　0件
※H26取組：貸付実績がない理由等を検討し、今後の事業の進め方・方向性について計画案を作成する。

概ね達成できる見込み。

A B

・貸付実績が長期間にわたってないこと
から、平成26年度は事業の見直しを行
い、今後の方向性について計画案を作成
する予定である。
しかし、平成25年度まで貸付実績がな
かったことを加味し、Bとした。

・長期に渡り貸付実績がな
く、その理由等についても
具体的な整理がされていな
い。
現在の当該事業に関する
ニーズ等を改めて検討し、
今後の方向性について計
画案を作成する。

201 継
幼稚園・保
育園関係
者

幼児教育研究推進事業 幼稚園と保育園それぞれの良さを取り
入れた教育（保育）の実現を図るため、
教育（保育）内容や運営方法につい
て、幼稚園や保育園に紹介し、幼保一
元化の研究を含めた幼児教育の在り
方について研究します。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　　　【24】　　　　　　【25】　　　　 【26（見込み）】
研究委員会　　　　　　　3回開催　→　3回開催　→　3回開催　→　2回開催　→　２回開催

※委員会開催の他、支部幼保協議会の継続実施及び報告書の作成・市立幼稚園、保育園への配布に取り組んだ。

達成

Ａ Ａ

・静岡市の幼児教育が目指す子どもの姿
や、その実現のための具体的な手立てを
明らかにするなど、研究委員会は期待さ
れた研究成果をあげることができた。ま
た、委員による研究だけでなく、多くの幼
稚園教員・保育士が支部幼保協議会に
参加することにより、こども園への移行を
前に具体的な課題意識を持つことができ
た。

・子ども・子育て支援新制
度の施行に伴い、幼稚園・
保育園は同じ幼保連携型
認定こども園に移行する。
静岡市のこども園として目
指す幼児教育の研究をど
のように継続させるかの検
討が必要である。

202 継 教職員

特別支援教育研修会の
開催

教職員等を対象に、特別支援教育研
修会、言語・発達教室担当者研修会、
特別支援教育コーディネーター養成・
専門研修会などを実施します。

特別支援教育研修会
年３回、言語・発達教
室担当者研修会年３
回、特別支援教育
コーディネーター研修
会年４回、特別支援
学級担任研修会年１
回、新任特別支援学
級担任教員・新任通
級指導教室担当教員
研修会年４回、通常
の学級における特別
支援教育研修年４
回、教科指導力向上
研修（特別支援学

年度毎に、取り組む内容を検討し、次のような研修会を実施した。
・特別支援教育研修会（年３回）
・言語・発達教室担当者研修会（年３回）
・特別支援教育コーディネーター研修会（年４回）
・特別支援学級担任研修会（年１回）
・新任特別支援学級担任教員・新任通級指導教室担当教員研修会（年４回）
・通常の学級における特別支援教育研修（年４回）
・教科指導力向上研修（特別支援学級）（年７回）
・特別支援教育コーディネーター連絡会（年１回）
※カッコ内の年間回数は、26年度実績見込み。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画どおりに事業を達成することができ
た。
・希望・悉皆・推薦研修ともに、研修員の
ニーズに対応した内容であった。
・特別支援教育の推進を促し、教職員そ
れぞれの力量を高めるとともに、学校に
おける特別支援教育体制の構築に役立
つ事業であった。

・特別支援教育の推進をさ
らに促す必要がある。
・インクルーシブ教育システ
ム構築に対応した内容を取
り入れていく必要がある。
・特別支援学級担任の指導
力をさらに高める必要があ
る。
・外部講師の充実を今後も
図る必要がある。
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施策目標４「子どもの「生きる力」をはぐくむ教育環境づくり」
基本施策２「地域や家庭における教育環境の整備」

203 継
妊婦
0歳～1歳
保護者

ハローベビー　赤ちゃん
のための読み聞かせ講
座の開催

読み聞かせ初心者の保護者を対象と
した読み聞かせ講座で、読み聞かせ
の大切さ、絵本の選び方・与え方の話
やわらべ歌・手遊び、赤ちゃん絵本の
読み聞かせの実演をします。

継続実施 　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　　【25】　　　　 【26（見込み）】
参加人数　　　　　948人　→　878人　→　901人　→　755人　→　700人

※市内全図書館で実施

達成

Ａ Ａ

・講座実施後に行っているアンケートに
よると、満足度が高く、絵本の選び方や
読み聞かせの仕方、わらべうた等につい
て学ぶことができたという意見が毎回寄
せられている。

・継続して実施していく。

204 継
0歳～中
学生
保護者

生涯学習の推進 市内生涯学習施設において、乳幼
児・小中学生及びその保護者を対象
に、親子クッキング講座、自然体験講
座、科学実験教室及び工作教室など
を実施します。

継続実施 　　　　　　  　【22】　　　　   　【23】　　　　　【24】　　　　　　【25】　　　 　【26（見込み）】
講座数　　　　292講座 →　　146講座 → 　249講座 → 　316講座  →　  継続実施

達成

A A

・生涯学習施設において、乳幼児・小中
学生及びその保護者を対象に幅広い
ジャンルの講座を実施した。

・ライフステージに応じた
テーマや、幅広い分野の
講座を実施する。

205 継
6か月児
保護者

ブックスタート事業 各保健福祉センターで行われる6か月
児育児相談において、おすすめの絵
本などが入ったブックスタートパックを
メッセージを添えて渡します。

全保健福祉センター
で継続して実施

　　　  　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　【24】　　　　　【25】　　　　 【26（見込み）】
実施回数　　　192回　→　192回　→　192回　　→　１９２回　→　192回
参加人数　　　5,234組　→5,422組→　5,180組　→　5,086組　→　4800組

※全保健福祉センターで実施

達成

Ａ Ａ

・平成25年実施の静岡市ブックスタート
事業に関するアンケート結果（回収数
557件）より、「ブックスタートの絵本をか
なり活用している」・「活用している」と答
えた家庭が92％あり、赤ちゃんの健やか
な成長と子育て支援の環境の充実という
目的を果たしていると評価できる。また、
事業の継続を望む家庭は99％にのぼ
り、今後も継続して実施していきたい。

・今後も全保健福祉セン
ターで継続して実施してい
く。

206 継
1歳6か月
児
保護者

ブックステップ事業 ブックスタート事業のフォローアップと
して、保健福祉センターで行われる1
歳6か月児健康診査において実施しま
す。

実施箇所を拡大し、
継続して実施

　　　　　　　　　　【22】　　　　　【23】　　　　　【24】　　　　　【25】　　　 【26（見込み）】
実施センター　　5か所　→　7か所　　→　7か所　→　7か所　　→　7か所
参加者数　　　　2,796組　→　3,507組→　3,899組→　　3,918組　→　3,800組

目標未達成

Ｂ Ａ

・ハローベビーやおはなし会等の図書館
事業の紹介も行い、図書館の利用増進
にもつながっている。平成22年度は市内
５センターの実施であったが、現在は７セ
ンターまで拡大することができた。未実
施の２センターでは会場の制約があり、
現状では実施箇所の拡大が困難であ
る。

・実施箇所の拡大を目指
し、継続して実施していく。

207 継

1歳～3歳
就学前
小学生
中学生

ふれあいワンワン教室の
開催（動物愛護教室の
開催）

市内幼稚園や保育園を訪問し、寸劇
による犬とのふれあい方を学んだり、
犬猫とふれあうことにより、幼児が犬
に咬まれる事故の防止や命の尊さ、
動物愛護精神を養います。

継続実施 　　　　　　　　　　【22】　　　【23】　　　【24】　　　　　【25】　　　  【26（見込み）】
開催回数　　　　実施　→　2回　　→ 2回　　　→　4回　　  →　2回
参加人数　　　　　－　 →　104人 →　124人　→　133人　→　100人

達成

Ａ Ａ

・計画通りに実施することができた。本教
室は、子ども達に動物（命）を大切にする
ことを伝え、人と動物が共存できる社会
を目指すことが大きな目的である。この
機会に初めて動物を触ったという幼児も
おり、動物愛護精神の普及に効果的と考
えている。

・日常業務を行う中で開催
しているため、緊急出動と
重なった際の対応に苦慮
している。また、動物愛護
精神の普及のために対象
年齢を引き上げた教室を
開催していきたい。

208 継

人権教育事業 就学前児童に対して、絵本の読み聞
かせ等による人権教育を行い、命の
尊さや友達と仲良くする心をはぐくみ、
一人ひとりが生きる喜びを感じる教育
を行います。

保育園等30園
5,000人

              【22】　　　　 　【23】　　　    【24】　　　  　【25】　　　     【26（見込み）】
実施園　　　6園　 　　→　10園　　　→　10園　　　→　7園　 　　→　7園
対象者数　 1,000人　→　1,000人　→　1,225人　→　1,136人　→　800人

達成

S Ａ

・実施園数が目標値を上回った。また本
事業に対するアンケート結果が良好で
あった。

・園児に対する事業のた
め、すぐに効果が表れるも
のではないと考えられる
が、視覚に訴える事業を行
うなど、創意工夫する必要
がある。

209 継

「あつまれ！ちびっこ消
防隊」の実施

市内各幼年消防クラブ員が集まり、運
動会形式のイベント（救急搬送リレー
等）を実施することにより、火災予防
教育の一環として実施します。

各区ごとに全3回開
催　　　2,000人参加

              【22】　　　　　 【23】　　　　　【24】　　　　　【25】　　　   【26（見込み）】
開催回数　     2回  → 　     1回　→　　　2回　 →　     2回　→　2回
参加者数　1,676人　→　1,081人　→　1,091人　→　1,521人

※平成23年度は台風の影響により、1回中止。また参加者数は、天候により大きく左右される。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・５年間を通じて１０００人以上の子供た
ちに参加してもらい、各幼稚園、保育園
にとっても、一大イベントとして認識され
ている。園児が消防と触れ合う重要な情
操教育の場ともなっている。

・これまで通り、子どもたち
に喜ばれるような内容で実
施していく。

210 継
就学前
小学生

子ども対象火災予防普
及啓発事業

子どもを対象とした火災予防に対する
普及啓発イベントを、関係機関協力の
もと、各地に出向いて実施します。

参加者数延べ1,500
人

　　　　　　　　　　　【22】　　　  　  【23】　　　　　【24】　　　　　 【25】　　　     【26（見込み）】
開催日数　　　　　　8日間　  →　13日間　 →　7日間　　→ 　5日間　　→　継続実施
参加者数（延べ）　1,760人　 →　1,495人　→　1,460人　→　1,877人

※26年度は、科学館るくるにて消防フェアを実施するほか、防火パレード等を実施予定。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ｓ

・参加者延べ人数が平成２６年度末目標
値を上回る実施を残している。子ども達
に対し、火の躾や、防火教育を適切に実
施できたと考える。

・継続して、事業を実施し
ていく。

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区
分

対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

就学前

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等
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平成22～26年度実績
※26年度は見込み

今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区
分

対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等

211 終
就学前
小学生
中学生

子ども向け講座・学びの
情報提供

学校週5日制における土日曜日の幼
児や児童、生徒の自主的な学校外生
活を支援するため、少年自然の家や
市立図書館、動物園、科学館などの
子ども向け企画などの情報を各公立
幼稚園・小中学校へ提供します。

平成24年度をもって
終了。

市立小中学校の週5日制導入に際し、児童・生徒を支援するための各種情報提供を実施した。（平成２２年度のみ実施）

※　公立幼稚園、小中学校の子どもたちに毎月情報誌を配布。

達成

A A

・本事業は市立小中学校が週5日制を導
入することに伴い、休日の学習支援を目
的にスタートしたが、近年では週5日制が
定着し、また、インターネットの普及によ
り情報の提供と入手も容易となったこと
から、本事業の役割を果たしたものと評
価した。

-

212 継

就学前
小学生
中学生
高校生

こどもエコクラブ 子どもが環境を大切にする意識を持
ち、環境にやさしい暮し方を実践して
いくため、「こどもエコクラブ」に登録す
ると、環境情報や取り組みやすい環
境活動、他団体の様子などの情報が
提供されます。

○参加者数
1,200人
○参加団体数
20団体
○クラブ数
30団体

　　　　　　　　　　【22】　　　 　  【23】　　　　　【24】　　　　  【25】　　　  【26（見込み）】
参加者数       　860人　 →　 869人　  →　693人　 →　749人　→　  未定
参加団体数      15団体　→　 14団体　→　10団体　→　8団体　→ 　10団体
クラブ数　         15団体　→ 　14団体　→　10団体　→　8団体　→　 未定

目標未達成

C B

・就学前の子どもに対するプログラムが
少ないという声があり、継続を見合わせ
る団体が出てきたため、参加団体が減
少した。

・国との連携による事業の
ＰＲが必要である。

213 継

「子ども読書の日」イベン
トの開催

多くの市民に子どもの読書活動への
関心と理解を深めてもらうため、4月
23日の「子ども読書の日」に合わせ
て、各図書館でイベントを実施しま
す。

全図書館でイベント
を実施

　　　　　　　【22】　　　   【23】　　　　【24】　　　  【25】　 　　  【26（見込み）】
参加者数　 329人　→　323人　→　299人　→　298人　→　327人

※全図書館（12館）で実施。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・全図書館でイベントを実施し、子どもの
読書活動についての関心と理解を深め、
図書館の利用増進につながっている。

・今後も全図書館でイベン
トを実施していく。

214 継

農業体験教育事業（農
業体験教室）

静岡市の特産物を中心に収穫等の農
業体験教室を実施し、消費者と生産
者が触れ合うことで地域や食物への
関心を深める。

開催回数
30回
参加者数
延べ1,800人

                    　 【22】　　　   【23】　　　　 【24】　　　  【25】　　　  【26（見込み）】
開催回数  　　　　　11回　　→　26回　  →　36回　 →　14回　  → 10回
参加者数(延べ）　　409人　→　747人　→　533人　→  364人　→ 250人

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

事業の見直し等により、当初の目標値に
は達成しないが、計画通りの実施がで
き、市民に農の大切さを伝える事ができ
た。

静岡市の特産物を中心
に、市民向けの農業体験
を実施していく。

215 終

キッズＩＳＯプログラム推
進事業

地球環境問題に対する子どもの考え
や取組をサポートするプログラムで、
家庭で使用する電気・ガス・水道やご
みを調べ、自ら気づき、考え、改善す
ることで環境保全意識を高めます。

毎年度、小学校4年
生以上対象
参加校　8校
参加人数　550人

　　　　　　　 【22】　　     【23】
参加校　　　　　4校　→　   5校
参加者数　　317人　→　287人

※計画期間中（22、23年度）、小学校4年生以上を対象に、計画どおり取り組んだ。

達成

A A

・計画のとおり取組みができた。

―

216 継

環境学習ハンドブック作
成事業

環境テーマ別にハンドブックを作成
し、小学校に配布します。

毎年度、市内全小学
校4年生に配布。

年度毎、環境テーマ別のハンドブックを作成し、市内全小学校4年生に配布。
・22年度：「もったいない」はごみをへらす合言葉！　　　・23年度：「知ってみよう！なかよくなろう！静岡市の川」
・24年度：「化石が教えてくれること」　　　・25年度：「駿河湾のめぐみ」　　　・26年度：「南アルプスの大自然」（予定）

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画のとおり取組みができた。 ・ニーズにあわせたテーマ
の設定や使いやすい形態
の検討が課題である。

217 継

産民官協働による訪問
環境学習会の開催

市、シャープ株式会社及びNPO法人
気象キャスターネットワークの3者の
協働により、市内小学校を訪問し、地
球温暖化とリサイクル・新エネルギー
に関する環境学習会を開催します。

開催回数　18校 　　　　 　　　【22】　　   【23】　　　 【24】　　　 【25】　　  【26（見込み）】
開催校数　　13校　→　12校　→　13校　→　0校　→  未定

目標未達成

Ｄ Ｃ

・事業協力を行ってくれていた企業から
の協力を得ることができなかった。

・協力いただける企業を開
拓する。

218 拡

放課後子ども教室推進
事業

放課後における小学校を安心・安全
で充実した子どもの居場所とするた
め、地域との連携により、児童に学習
活動や体験活動等、様々な学びや交
流の機会を設ける「放課後子ども教
室」を設置します。

継続実施
実施校１４小学校

                  【22】　　  【23】　　 【24】　　  【25】　　   【26（見込み）】
既設小学校　  5校　→　7校　→　9校　 →　10校　 →　12校
新設小学校  　2校　→　2校　→　１校　 →　2校    → 　1校
実施校合計  　7校　→　9校　→　10校　→　12校  → 　13校

概ね達成できる見込み。

A A

・平成26年度末目標14校実施のうち、13
校で事業を実施した。平成22年度から平
成26年度までに、8校で放課後子ども教
室を新たに開設し、子ども達に安心・安
全で充実した放課後の時間を提供する
ことが出来た。

・放課後子ども教室整備対
象校は児童クラブの無い
小規模小学校であるが、
現在未整備校が7校あるた
め、今後の整備方針等を
検討し、継続して整備を進
める必要がある。

219 継
小学生
中学生

プランクトン観察会の開
催

東海大学との協働事業で、浄化セン
ターの活性汚泥中の微生物や海中プ
ランクトンを顕微鏡で観察し、家庭か
らの排水が河川から海へと流れる過
程で、これら生物が果たしている役割
を学習します。

開催回数　1回                  【22】　　   【23】　　　【24】　　　 【25】　　   【26（見込み）】
開催回数　 　1回　  →　1回　 →　1回　　→　1回　　→　1回
参加人数　　 16人　→　40人　→　38人　→　41人　→　未定
（小学生）

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画のとおり取組みができた。 ・希望者全員が参加できる
よう受け入れ態勢を整備し
たい。

220 継
小学生
中学生
高校生

福祉教育事業 福祉講演会や高齢者・障害のある人
との交流活動など幅広く福祉教育学
習の機会を提供し、児童生徒が実践
を通して社会福祉への理解と関心を
高め、社会連帯の精神を養います。

継続実施            　　【22】　　   【23】　　　【24】　　　 【25】　　  【26（見込み）】
実施校計　 10校  →　8校 　→　11校　→　13校　→　14校
小学校　　　 7校　→　 5校　→　 6校　 →　10校　→　12校
中学校　　　 2校　→　 1校　→　 1校　 →　0校　 →　 1校
高校　　　  　1校　→　 2校　→　 4校　 →　3校　 →　 1校

達成

Ａ Ａ

・継続して事業を行うことができ、今年度
も継続して行っている。

・子どもたちが福祉の心を
育み、進んで福祉活動に
参加できるよう、学校での
福祉教育を推進する。

221 継

小学生
中学生
高校生～
概ね18歳
保護者

水のおまわりさん事業 小学生以上を対象として、身近な河川
の水質を調査するためにＣＯＤパック
テストと水生指標生物を用いた調査を
実施し、水辺環境について考えます。

毎年度、小学生以上
対象
参加者　延べ800人
参加団体　16団体

　　　　　       　　　　【22】　　　　　【23】　　    　 【24】　　　   【25】　　      【26（見込み）】
参加者数（延べ）　　1,063人　→　943人　　→　1,606人　→ 1,009人　→  928人
団体数　　　　　　　　25団体　 →　18団体 　→　24団体　→　22団体　→　21団体

※参加者は、小学生以上を対象。

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・計画のとおり取組みができた。 ・河川で事業を実施するた
め、安全の確保が課題で
ある。

就学前
小学生
中学生
保護者

小学生
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平成22～26年度実績
※26年度は見込み

今後の課題、取組等
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

掲載
No

区
分

対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値
目標の達成見込み

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等

222 継

親子消費者教室の開催 市内小学生とその保護者を対象に、
身近な消費生活や食品に関する問題
等様々なテーマに基づく実験や講義
を実施し、消費生活に関する知識の
普及を図ります。

小学生とその保護者
を対象とし、年1回実
施

                【22】　　            【23】　　　　　　　　　 【24】　　　　　　　　　 【25】　　               【26（見込み）】
開催回数　　1回　　 　　　　→　 1回　　　   　　　→　1回　　  　　　　　→　1回　　　　　　　 →　 1回
参加者数　　親子9組21人 →　親子10組27人　→　親子17組37人　→　親子18組41人　→　未定

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・申込者数が募集人数に満たない年度も
多かったが、講座受講後のアンケートで
は、どの講座も親子共に高評価であっ
た。

・子どもたちに、消費者とし
ての意識を芽生えさせるこ
とを目的として開催してい
るが、予定より申込人数が
少ないことも多かった。
今後は、その時期に話題と
なっていることなど、子ども
たちにとって身近なテーマ
で講座を設定するととも
に、小学校でもチラシを配
布してもらうなど、広報の
方法も検討する。

223 継

環境保健研究所「夏休
み講座」の開催

小学校高学年とその保護者若しくは

小学生～中学生＊を対象に、環境保
健研究所で行っている環境及び食
品・微生物等に関する試験検査や調
査研究について紹介し、また簡易な
科学実験を体験します。
＊変更は平成22年度以降に関してで
す。

青少年のための科
学の祭典へ出展
参加人数200人

　　　　　　　　　【22】　　       【23】　　　　　　【24】　　　　　 【25】　　       【26（見込み）】
出展実施　　　実施　　 　→　実施   　　→　実施　　　→　実施　　 　→　実施
参加人数　　　約470人　→　約450人　→　約200人　→　約200人　→　約200人

※「青少年のための科学の祭典」への出展

概ね達成できる見込み。

A A

・科学実験の体験を通して、科学に興
味・関心を抱いてもらうことで、自主的に
考える力を養うことに貢献できた。

・継続して実施していく。

224 継

子どもの本を学ぶ講座
の開催

読書の喜びを子どもたちと分かち合う
ことを目的に、「静岡子どもの本を読
む会」と共催して、企画・運営している
講座で、子どもに関する各分野から、
作家、画家又は翻訳家等を講師とし
て招いて開催します。

継続して講座、夏の
講座を開催

                      　  【22】　　    【23】　　　 【24】　　　　【25】　     【26（見込み）】
開催回数         　   9回     →　9回　　→　9回　　 →　9回　　→　9回
講座生             　  220人  →　194人 →　178人 →　181人 →　164人
夏の講座参加者 　  56人　 →   49人　→　44人　 →　48人　 →　30人

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・児童文学をより深く学ぶ機会を提供し、
「子どもの本」を読む楽しさ、奥深さを広
めている。

・継続して講座、夏の講座
を開催していく。

225 継 全市民

児童福祉週間啓発事業 児童福祉の理念の周知を図るととも
に、市民の児童に対する理解と認識
を深め、児童愛護の責任を自覚する
よう強調することを目的として、毎年5
月5日から1週間を「児童福祉週間」と
定められており、啓発活動を実施しま
す。

継続実施 年度毎、取り組み内容を検討し、次のような事業を実施した。

・各区庁舎へ懸垂幕を掲示
・静岡駅北口地下に啓発看板設置（5/7～5/11）
・県と共催での啓発キャンペーン実施
・市広報紙（5月号）や市ＨＰ、子育て応援総合ＨＰ「ちゃむ」、駿河区カレンダーへ掲載

達成

A A

・啓発キャンペーンの開催場所・開催体
制の見直しや地域の子育て団体と共同
してキャンペーンを実施するなど、市民
により広く知ってもらうことを念頭に毎年
見直しを図りながら啓発に取り組んだ。

・児童福祉週間の開催目
的を市民により広く知って
もらうための啓発活動の工
夫が課題である。

小学生
保護者
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施策目標５「地域で子育て子育ちを支え合う環境づくり」
基本施策１「世代間交流の促進」

226
継
重

0歳～3歳
中学生～
高校生
保護者

青少年・乳児ふれあい促
進事業

地域の子育て支援拠点施設である地
域子育て支援センターや保健福祉セ
ンター、学校等の協力を得て、小学生
高学年や中学生、高校生、大学生
が、乳児とその保護者との交流や触
れ合いを通して、命の尊さや子育ての
すばらしさなどを体験します。

○全児童館で継続
実施
○児童館のない地
区の小中学校又は
高校3校で実施

　　　　　  【22】　　　   　 【23】　　　　　　【24】　　　       【25】　　　 　　  【26（見込み）】
児童館　 全館実施　→　全館実施　→　全館実施　→　全館実施　→　全館実施
実施校　 1校　　　　 →　 2校　　　 　→　3校　　　　 →　3校　　　    →　3校

※実施校(児童館のない地区の学校を対象)静岡：静岡南中学校、清水庵原中学校、清水第二中学校

概ね達成できる見込み。

Ａ Ａ

・児童館11館、市内中学校3校で実施し
た。保健福祉センターや子育て支援団
体、学校、地域ボランティア等と連携・協
働し、地域が一体となって取り組むこと
ができた。

・実施校を増やしていくた
めに、学校を中心として地
域で自主的に実施できる
仕組みづくりを検討する必
要がある。

227 継
0歳～概
ね18歳

世代間交流事業 地域の高齢者や市民団体と子どもが
工作等を行ったり、地域の大人が昔
の遊びを教えたり自然観察を行うなど
の三世代交流事業、施設まつり等を
実施します。

継続実施 　　　　　　　　　　　【22】　　    【23】　　　 　 【24】　　　　　【25】　　　    【26（見込み）】
実施事業数　　　30事業　→　31事業　→　73事業　→　71事業　→　継続実施

※地区交流館（まつり）や世代間交流事業を実施。

達成

A A

・地域の高齢者や市民活動団体との三
世代交流事業、施設まつり等を実施し、
地域における世代間交流を推進した。

・三世代交流事業、施設ま
つり等を継続して実施して
いく。

目標の達成見込み
掲載
No

区分 対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み

達成状況
(Ｓ～Ｄ)

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

評価の理由等 今後の課題、取組等
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施策目標５「地域で子育て子育ちを支え合う環境づくり」

228 継
0歳～概
ね18歳

簡易児童館の運営助成 児童の健全育成や地域児童のコミュ
ニティ活動の増進を目的として、市が
自治会等に無償貸与し、維持管理に
ついて補助金を交付します。

5館            　【22】　   【23】　　 【24】　　 【25】　　　【26（見込み）】
実施館　　7館　→　7館　→　6館　→　6館　→　5館

概ね達成できる見
込み。

A A

・計画通りかつ適切な補助の実施によ
り、自治会・町内会による管理運営が円
滑に行われた。

・少子化や児童の生活スタ
イルの変化により利用児
童が減少しており、廃止や
縮小を含めて簡易児童館
の今後のあり方を自治会
等と協議の上、検討して行
く必要がある。

229 継

子育てサークル活動支
援事業

子育てサークルが活動に際して生涯
学習施設を利用する場合、その使用
料等の減免を行うとともに、子育て
サークルと協働事業を行うなど団体
育成や活動支援を実施します。

継続実施 　　　　　　　　　【22】　　　    【23】　　　 　 【24】　　　　　【25】　　　    【26（見込み）】
共催事業数　　21事業　→　23事業　→　24事業　→　21事業　→　継続実施

達成

A A

・子育てサークルが活動に際して生涯学
習施設を利用する場合、その使用料等
の減免を行うとともに、子育てサークルと
共催事業を行い活動を支援した。

・生涯学習施設での子育
てサークルの新規立ち上
げを支援する。

230 継

「子育てコーチング講座」
の開催

子育てサークル等と連携し、「子育て
コーチング講座」を開催し、子育てに
不安や悩みを持つ保護者を対象に
コーチング講座を開催します。

継続実施 　　　　　　　　【22】　　    　【23】　　　 【24】　　　　【25】　　　   【26（見込み）】
開催会場　　未実施　→　3会場　→  2会場　→　2会場　→   2会場
参加者数　　未実施　→　68人   →  59人  　→　60人　 →　 56人

達成

A A

・毎年、募集定員以上の応募があり、講
座への関心が高く、また参加者アンケー
トにおいても、全ての参加者から「良かっ
た」との回答をいただき高い評価を得て
いる。

・参加者アンケートを参考
に、開催日時等、講座に参
加しやすい内容への見直
しを検討しながら、今後も
継続して取り組む。

231 継

子育てサポーターの育
成

NPO法人「バディプロジェクト」との協
働により、「子育てサポーター養成講
座」を開催し、地域で活動する子育て
ボランティアの養成を行うとともに、講
座修了者に対して、研修会等を実施
します。

継続実施             　　【22】　　   【23】　 　 【24】　　　【25】　　   【26（見込み）】
講座開催　　開催　→　開催　→　開催　→　開催　→　開催
参加者数　　33人　→　33人　→　34人　→　26人　→　28人

達成

A A

・毎年、募集定員以上の応募があり講座
への関心が高く、参加者アンケートにお
いても、全ての参加者から「満足」との回
答をいただき高い評価を得ている。また
講座運営のNPO法人と協働し、参加者
が講座終了後に子育て支援活動へ参加
をできるよう様々な情報提供を行った。

・より多くの市民に参加して
もらうための募集方法や講
座終了後に参加者が子育
て支援活動に参加していく
ことができるような仕組み
づくりを検討しながら、今後
も継続して取り組む。

232 継

青少年健全育成団体の
活動への支援

地域や学校、家庭が連携した地域ぐ
るみの青少年健全育成活動を推進
し、地域住民の意識と関心を高めつ
つ、青少年の健全育成を図るため、
各地域の健全育成団体へ補助金を
交付します。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【22】　　    【23】　　　  【24】　　　　【25】　　    【26（見込み）】
健全育成大会への参加者数　20,190人→17,935人→17,860人→17,280人→13,000人

達成

Ａ Ａ

・地域ぐるみの健全育成活動が継続して
展開された。

・継続して実施していく。

233 継

「こどもみらいプロジェク
ト」
イベントの開催

静岡新聞・静岡放送が主催（静岡市
後援）するイベントで、地域団体や企
業等も参加して、子育てに関する情報
発信、ネットワークづくりなどを目的と
し、ステージでの催しや各ブースにて
様々な取組や情報提供を行います。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　【22】　　    【23】　　　 【24】　　　【25】　　　 【26（見込み）】
イベントへの参加　　　参加　→　参加　→　参加　→　参加　→　参加

※参加内容
・　「出張地域子育て支援センター」を実施し、子育て支援センター及びファミリー・サポート・センター等の周
知に努めた。
・市内保育園から園児（400～500人）の絵画を募集し、会場内に掲示した。

達成

A A

・多くの親子と交流することができ、地域
の子育て支援センターの活動等を広く紹
介することができた。またイベントを通じ
て、親子で過ごす時間や触れ合いの場
を提供することができた。

・子育て支援に関する取組
や情報をより多くの市民に
知ってもらうために広報活
動を工夫しながら、今後も
継続して取り組む。

234 継

「笑顔でギュッとパパママ
応援団」の開催

静岡第一テレビや静岡県、静岡市等
の共催により、地域団体や企業等も
参加して、子育てネットワークづくり、
地域ぐるみの子育て支援を推進する
ために、ステージでの催しや各ブース
にて様々な取組や情報提供を行いま
す。

継続実施 　　　　　　　　　　　　　【22】　　　   【23】　　　 【24】　　　【25】　　　 【26（見込み）】
イベントへの参加　　未実施　→　参加　→　参加　→　参加　→　参加

※参加内容
・　「身体測定・発育相談」を実施。子育て相談と共に親子遊びの場を提供。
・市内保育園から園児（200人）の絵画を募集し、会場内に掲示した。

達成

Ａ A

・多くの企業等と連携して子育てに関す
る様々なイベントに取り組み、地域・企
業・行政と一体的な取組みを進めること
ができた。

・子育て支援に関する取組
や情報をより多くの市民に
知ってもらうために広報活
動を工夫しながら、今後も
継続して取り組む。

235 継

「静岡市子育て支援団体
連絡会」の設立・運営

市内の個人、子育てサークル、NPO
法人など子育て支援活動を行う団体
等が会員となって組織し、会員相互の
情報交換や会員の活動に係る相互連
携を行うとともに、連絡会としての子
育て支援活動を企画・立案して実施し
ます。

継続実施 　　　　　　　　　【22】　　　   【23】　　　  【24】　　  　【25】　　  　 【26（見込み）】
開催回数　　　未実施　→ 未実施　→ 　  3回　→  　3回 　→　3回
会員数　　　 　未実施　→ 未実施　→ 30団体 → 51団体　→　49団体

達成

Ａ A

・子育てサークル、ＮＰＯ法人、企業等、
会員数は49（26年8月時点）に増え、各団
体が取り組む子育て情報の交換を行うと
ともに、これまで交流のなかった団体が
連絡会を通じて知り合い、お互いの子育
てイベントに参加するなど、活動の広が
りに寄与することができた。

・連絡会への参加意義を
感じられる魅力や仕組み
づくり。また様々なノウハウ
をもつ団体がつながり、活
動を深めることができる仕
組みづくり。これらの仕組
みを検討しながら、今後も
継続して取り組む。

基本施策２「地域における子育て支援活動や健全育成活動の促進」

評価の理由等 今後の課題、取組等
目標の達成見込

み

※「区分」欄の説明：「継」⇒前年度から単に継続する事業、「新」⇒平成26年度からの新規事業、「重」⇒子どもプラン上の重点施策、「ま」⇒まちみがき戦略推進プラン事業、「拡」⇒拡大・拡充予定の事業、「終」⇒終了した事業

掲載
No

区
分

対　　　象 事　業　名 事　業　概　要
達成状況
(Ｓ～Ｄ)

総合評価
(Ｓ～Ｃ)

保護者

全市民

子どもプランで設定
した平成26年度末目

標値

平成22～26年度実績
※26年度は見込み
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