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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（１）　すべての子どもと家庭に対する子育て支援の展開　　

　　①　子育て支援拠点の充実　　②　ファミリーサポート事業の充実

保育課

☆
1101

市立保育所保育
実施事業

地域子育て支
援拠点事業

○センター型：わかくさ保育所(すくすく)・米
谷保育所(すこやか)
・保育所の専門的機能や施設を地域の子育て支
援に供するため、育児相談・電話相談・園庭開
放、出前保育・子育てサークルの育成支援、在
宅乳幼児集団生活体験事業として、体験保育を
実施。
 　また、市立保育所全園で、平成１４年度
(2002年度)から地域子育て支援担当保育士を
配置し、事業の充実を図っている。

継続 ※国の「地域子育て支
援拠点事業」

概ね中学校区に１か所
整備をしていく。

現況（Ｈ21）
   3か所
目標値（Ｈ26）
   1４か所

わかくさ保育所(すくす
く)及び米谷保育所(す
こやか)の子育て支援拠
点で引き続き、育児相
談・電話相談・園庭開
放、出前保育・子育て
サークルの育成支援、
体験保育を実施する。
また、市立保育所全園
に地域子育て支援担当
保育士を配置し、事業
の充実を図る。

№2303
に含む。

子ども家庭
支援セン
ター

子ども家庭支援
センター事業

○センター型：子ども家庭支援センター(きらき
らひろば)
・概ね０～３歳までの親子の交流の場の提供、
子育て相談、子育て情報の提供、親子育てグ
ループの育成支援を実施

継続 概ね０～３歳までの親
子の居場所・交流の場
の提供
子育て相談
子育て情報の提供
親子育てグループの育
成支援
子どもの年齢に応じた
各親子育て講座の開催

7,672

子ども家庭
支援セン
ター

地域児童館運営
事業

○ひろば型：高司児童館、野上児童館、御殿山
児童館、安倉児童館、中筋児童館、中山台子ど
も館、山本山手子ども館、ひばり子ども館、西
谷児童館
・地域の子育て支援の拠点として、コミュニ
ティの７つのブロック毎に整備している児童館
(子ども館含む)を活用し、親子の交流の場の提
供、子育て相談、子育て情報の提供等の事業を
実施

拡充 市内の全児童館・子ど
も館（９カ所）を地域
子育て支援拠点として
位置づける。ひろば事
業担当児童厚生員を配
置し、子育て支援事業
を実施する。

48,200

保育課

私立保育所助成
金事業

○ひろば型：やまぼうし保育園
・保育所の専門的機能や施設を地域の子育て支
援に供するため、概ね０～３歳までの親子の交
流の場の提供、子育て相談、子育て情報の提
供、親子育てグループの育成支援を実施

新規 今年度から国県補助事
業として、やまぼうし
保育園で実施する。
概ね０～３歳までの親
子の交流の場の提供、
子育て相談、子育て情
報の提供、親子育てグ
ループの育成支援を実
施。

4,355

子ども家庭
支援セン
ター

5304
再掲

児童館運営事業 出前児童館事
業(再掲)

地域児童館を核として、各小学校区内の児童館
のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共
施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育
てサロン」への支援等を実施する。

継続 継続実施 各ブロック（第７ブ
ロックは除く）で事業
を実施する。全市域
（中高校生）事業は引
き続き休止する。

17,800

人権文化セ
ンター

1102 人権文化セン
ター管理運営事
業

活動拠点の整
備

地域活動の拠点として広く活用できるよう施設
整備を推進する。

継続 14年度(2002年度)ひ
らい､15年度(2003年
度)まいたに､17年度
(2005年度)くらんど､
の改修を行った。
今後も順次施設整備を
行う。

今年度整備予定なし 0

市民協働推
進課

1103 中山台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ管理運営事業
地域利用施設管
理事業
共同利用施設管
理事業

コミュニティ
施設の活用

中山台コミュニティセンター、地域利用施設、
共同利用施設等のコミュニティ施設を中心に、
地域活動に広く活用できるよう推進する。
コミセン…１施設
地域利用…７施設
共同利用施設…２４施設

継続 指定管理者制度を導入
するにあたり、子育て
グループに限らず各種
地域団体が利用しやす
いように要請する。

継続実施。
利用しやすい環境整備
の一環として、利用料
負担の軽減に向けた実
態把握に努める。

コミセン
11,850千円

地域利用
18,293千円
共同利用施設
10,394千円

子ども家庭
支援セン
ター

1104 子ども家庭支援
センター事業

親子育てグ
ループづくり
と指導、育成

・市内の概ね小学校区に０歳から就園前の子ど
もを持つ親子育てグループを作り、他の親子と
接することにより、地域の仲間づくりと孤立し
た親子をなくすことを目的としたグループ育成
と指導を行う。　　（年２回のグループ訪問支
援及び「地区別グループリーダー会」、年１回
各グループの研鑽と啓発を兼ね「親子育てＧ
ふぉーらむ」を開催する。)
・市内の子育てひろば開設者、新規立ち上げ者
に対し、備品等活動支援を行う。

拡充 地域型子育てサロンの
一つとして支援を継続
する。

〇２８の登録グループ
の活動支援をする。
・グループ訪問：各２
回
・リーダー会（ブロッ
クごと）：各２回
・親子育てGふぉーら
む：１回
・相談
〇まちの子育てひろば
等の登録グループを支
援するため、玩具の貸
出をする。
〇地域のボランティア
を育成し、相互の交流
や連携を図り、子育て
支援を拡げる。
〇子育て支援グループ
の新規立ち上げや事業
の拡充を支援するた
め、自主的に子育て活
動に取り組む団体に活
動費を助成する。

№1101
に含む

社会福祉協
議会(子ど
も家庭支援
ｾﾝﾀｰ)

1105 子育て支援活
動サポート事
業

資金面、活動場所、人材育成、悩み相談等につ
いて、子育て支援をしているボランティアグ
ループの活動をサポートする。

継続 継続実施 どこからも助成を受け
ずに１回／月以上の頻
度で実施している市内
の子育て、子育ちGを
支援

250

平成２２年度
予算額

（千円）
№ 事務事業名課名 平成２２年度事業計画

個　別　事　業

　事　業　名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向方向性
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（１）　すべての子どもと家庭に対する子育て支援の展開　　

　　①　子育て支援拠点の充実　　②　ファミリーサポート事業の充実

子ども家庭
支援セン
ター

☆
1106

子ども家庭支援
センター事業

ファミリーサ
ポート事業

子育ての援助を行いたい人と援助を受けたい人
がお互いに会員となり、保育所や地域児童育成
会の送迎や保護者の病気、急用、リフレッシュ
の時の預かりなど、地域での相互援助活動をお
手伝いする事業。ひとり親家庭などには、特に
配慮をもってコーディネイトする。
　委託先：保健福祉サービス公社
　開設場所：フレミラ宝塚

継続 引き続き提供会員拡大
の方策の検討及び事業
の周知に努める。

現況（Ｈ21）１か所
目標値（Ｈ26）１か所

提供会員の確保に努め
ながら事業を継続実施
する。
目標：会員数1750人
内訳：
  依頼会員　1070人
  提供会員　290人
  両方会員　390人

8,374

商工勤労課

高年齢者就業機
会確保事業

地域の多様なニーズに応じた就業機会の確保・
提供を通じてシルバー人材センター事業の活性
化を図り、高齢者の就業機会を増大する。
（子育て）
   シルバー人材センターの会員が乳幼児の世
  話、保護者の留守中の見守り、送迎、学習や生
  活の支援及び家事援助等のサービスを充実する
  ため、 力量アップ、サービス利用者の開拓等
  による会員と利用者のマッチング、フォロー
  アップ等を行う事業に対し助成を行う。
（教育）
   学校教育では、体験することが難しい物作り
  や日本の伝統文化である茶道をとおして高齢者
（シルバー会員、老人会、婦人会）とともに礼
  儀作法を学ぶ。

シルバー人材センター
事業を支援するために
引き続き補助する。

継続実施。
シルバー人材センター
の会員が乳幼児の世
話、保護者の留守中の
見守り、送迎、学習や
生活の支援及び家事援
助等のサービスを充実
するため、力量アッ
プ、サービス利用者の
開拓等による会員と利
用者のマッチング、
フォローアップ等を行
う事業に対し助成を行
う。

シルバー人
材センター
（商工勤労
課）

高年齢者就業機
会確保事業

専門コーディネーターを配置し、事業を推進す
る。
登録会員の確保を図るとともに会員の資質向上
のための研修を実施する。

現況(Ｈ21)
   活動会員４５人
目標値（Ｈ26)
   活動会員５０人

継続実施。
専門コーディネーター
を配置し、事業を推進
する。
登録会員の確保を図る
とともに会員の資質向
上のための研修を実施
する。

子ども家庭
支援セン
ター

☆
1108

児童虐待防止推
進事業

子育て家庭
ショートス
ティ事業

児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事
由によって、家庭における児童の養育が一時的
に困難となった場合に、児童福祉施設で一時的
に養育又は保護する。
　8か所の児童養護施設等に委託

継続 市内に地域小規模児童
養護施設「御殿山ひか
りの家」を誘致整備し
たことで利用しやすく
なったが、引き続き事
業の周知に努める。

現況（Ｈ21）定員２人
目標値（Ｈ26）定員２
人

必要な市民に適切な
サービス提供ができる
よう、本事業の市民へ
の啓発をさらに図る。

917

保育課

☆
2312
再掲

私立保育所助成
金

一時預かり事
業（再掲）

断続的な就労、リフレッシュなどのニーズに対
応する一時保育事業を私立９か所で実施。今後
拡充を図る。

拡充 保育所２か所整備によ
り定員増を図るととも
に、子育て支援、統合
保育に主眼をおいて市
立保育所での実施を検
討する。
現況（Ｈ21）
　　9か所・90人
目標値（Ｈ26）
　12か所・120 人

私立９か所で実施す
る。
私立9カ所　定員90人

№2304
に含む

（２）　子どもや母親の健康の確保

　　①　母子の健康づくりの支援  ②　小児医療対策の充実　　③　思春期保健対策の充実　　④　食育の推進

健康推進課

1201 母子保健相談指
導事業

母子健康手帳
の交付

妊娠届出により母子健康手帳を交付
交付時に、妊娠・出産・育児に関する副読本等
を配布

継続 継続実施 妊娠届出数　2100件 321

健康推進課

1202 母子保健相談指
導事業

母親学級・父
親学級（両親
学級）

○母親学級
　５か月以降の妊婦を対象に、妊娠中の日常生
活、妊婦体操、お産の経過、妊娠中・産後の栄
養、育児、沐浴等の講義、実習を行い、安心し
て出産・育児に臨めるよう支援する。毎月３回
１クール実施
○父親学級（両親学級）
　両親が協力しあう育児を支援するため、まも
なく父親、母親になる人を対象に、妊娠中の体
の変化、育児、沐浴等について講義、実習を行
う。年12回実施、日曜日開催含む

継続 正しい知識を普及し交
流の場の提供を図るた
め内容等を検討し実施
する。

○母親学級
　年３６回開催
　延受講数　７２０人

○父親学級（両親学
級）
　年12回開催（平日4
回、日曜日8回）
　延受講組数　252組

944

平成２２年度
予算額

（千円）

平成２２年度
予算額

（千円）

1107

平成２２年度事業計画

課名 № 平成２２年度事業計画事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向

16,693企画提案方式
事業（子育て
教育）

№

継続

課名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向事務事業名 方向性　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（２）　子どもや母親の健康の確保

　　①　母子の健康づくりの支援  ②　小児医療対策の充実　　③　思春期保健対策の充実　　④　食育の推進

子ども家庭
支援セン
ター

1203 子ども家庭支援
センター事業

プレママたち
のふれあいタ
イム

はじめて妊娠した妊産婦を対象に、フリートー
クによる交流、子育て情報の提供、先輩ﾏﾏ、赤
ちゃんとの交流、助産師からの助言等を実施
１講座２回　年4回

継続 継続実施 １講座２日を年4回開
催する。
広報活動に重点を置
く。

№1101
に含む

健康推進課

1204 母子保健健康診
査事業

妊婦健康診査
事業

全妊婦を対象に（所得要件なし）、妊婦健康診
査１回あたり5千円を上限として、最大14回分
7万円までの妊婦健康診査費の助成を実施

継続 妊娠に伴う費用負担の
軽減のため継続実施す
る。

2,200人分を見込む 156,696

健康推進課

1205 母子保健相談指
導事業

妊婦歯科健診 妊婦を対象に、口腔内診査及び妊娠中に起こり
やすい歯の病気とその予防についての保健指
導。毎月１回実施

継続 妊娠中の口腔衛生や子
どもの歯の健康につい
ての知識の普及に努め
る。

年12回開催、１２０人 348

子育て支援
課

1206 助産施設利用委
託事業

助産施設措置
事業

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由
により入院助産を受けることができないと認め
るときに、助産施設に入所させる。

継続 国の基準に基づき実施 国の基準に基づき実施 800

健康推進課

1207 母子保健相談指
導事業

妊産婦・乳幼
児の電話相談

妊娠中や子育て中の保護者の不安軽減を目指
し、妊産婦・乳幼児の健康や育児について、専
用電話で相談に応じる。毎週月・水・金（祝
日・年末年始除く）

継続 継続実施 年１６０日開設
１２００件

2,827

健康推進課

1208 母子保健訪問指
導事業

新生児訪問指
導

生後間もない時期におこりやすい育児不安の軽
減のため、生後２８日までの新生児の希望者を
対象に助産師や保健師が訪問し、産婦や新生児
の相談に応じるとともに、子育て支援等情報を
伝える。

継続 今後もＰＲに努める。 １４０人 471

健康推進課

母子保健訪問指
導事業

赤ちゃん訪問
指導

新生児訪問指導を受けていない生後３か月まで
の乳児を対象に助産師、保健師又は保育士が家
庭を訪問し、産婦や乳児の相談に応じるととも
に、子育て支援等情報を伝える。また、生後３
か月までに何らかの理由で家庭訪問を受けられ
なかった乳児については、必要に応じて４か月
児健診後に訪問指導を行う。

継続 ※国の「乳児家庭全戸
訪問事業」
全戸訪問を目指す。

訪問率１００％を目指
す

3,671

母子保健訪問指
導事業

乳幼児等訪問
指導等事業

乳幼児の心身の発育発達が正常範囲でない場合
や、心身の発達について諸問題を抱えている家
庭、保護者の疾病や障がい、知識不足等により
養育困難な家庭等、継続支援が必要な家庭に対
して、保健師又は助産師が訪問指導を行う。

継続 ※国の「養育支援訪問
事業」

1,098

養育支援ネッ
ト

医療機関からの情報提供により、養育に支援を
要する妊産婦及び乳幼児への訪問指導を実施

継続 ※国の「養育支援訪問
事業」

養育支援訪問 妊婦、新生児、赤ちゃん訪問等により把握され
た妊産婦・新生児・乳幼児について4か月健診
までの間に継続支援が必要と判断された者に対
して複数回の訪問指導を実施

継続 ※国の「養育支援訪問
事業」

子ども家庭
支援セン
ター

1210 児童虐待防止推
進事業

産後・育児支
援家庭訪問事
業

産後の体調不良のため家事や育児が困難な家
庭、多胎児や低出生体重児を出産した家庭に
ホームヘルパーを派遣する。また、妊娠期か
ら、あるいは児童の養育に支援が必要と認めら
れる家庭に専門的支援を行う者などを派遣し、
当該家庭の適切な養育を確保する。
・相談、指導及び支援
・家事援助
・育児援助

拡充 ※国の「養育支援訪問
事業」
平成１７年度から事業
開始

要支援家庭をはじめ、
産後の回復期に援助が
必要な家庭にホームヘ
ルパーを派遣する。ヘ
ルパーの資質向上のた
めに研修を実施すると
ともに、本事業の市民
への啓発をさらに努め
る。
・利用者数：３５名、
利用日数：526日
・委託先：市社会福祉
協議会、市保健福祉
サービス公社

2,467

№課名 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成２２年度事業計画

1209

平成２２年度
予算額

（千円）

健康推進課

必要に応じて実施

○乳幼児等訪問指導
250件

○養育支援ネット30件

○養育支援訪問450件
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（２）　子どもや母親の健康の確保

　　①　母子の健康づくりの支援  ②　小児医療対策の充実　　③　思春期保健対策の充実　　④　食育の推進

健康推進課

1211 母子保健相談指
導事業

１０か月児ア
ンケート事業

１０か月の乳児を持つ保護者へアンケートを送
付し、乳児の発育発達について把握し、育児相
談に応じる。

継続 継続実施 返信率80％ №1207
に含む

健康推進課

1212 母子保健相談指
導事業

乳児相談 乳児の保護者を対象に成長発達、栄養、育児
等、個々の問題に対して相談に応じ、母親の不
安を軽減し、乳児の健やかな育成を支援する。
健康センター他市内4会場で実施

継続 身近な地域で気軽に参
加できるよう、実施会
場を検討していく

市内5会場で延33回開
催、延8000人

№1207
に含む

健康推進課

1213 母子保健健康診
査事業

乳幼児健診の
実施

・４か月児健診
・１歳６か月児健診
・３歳児健診

継続 ・いずれの健診も健診
の受診勧奨を行い、未
受診者は状況把握に努
める。
・児童館や保育所等の
子育て支援事業を健診
当日にPRするなど、子
育て支援部門との連携
を充実させる。

○４か月児健診
　年２４回、2000人
○１歳６か月児健診
　年２４回、2000人
○３歳児健診
　年２４回、2000人

15,179

健康推進課

1214 母子保健相談指
導事業

ニコニコ育児
相談

幼児を対象に、臨床心理士や保健師等による育
児や成長発達に関する相談を実施し、子どもの
成長と保護者への育児支援を行う。月１回実施

継続 療育センターと協力
し、発達相談機能を充
実するとともに保護者
への心理的支援を行
う。

年12回開催、180人 №1207
に含む

健康推進課

1215 母子保健相談指
導事業

ラッコ教室 １歳６か月児健診後、２歳児を中心に、発達の
経過を見る必要がある場合や、保護者の育児不
安が強い親子を対象に集団での遊び体験を通
し、育児を支援する。

継続 保護者が子育てに自信
を持てるよう、内容を
検討しながら実施

年16回、20組 №1207
に含む

健康推進課

1216 母子保健健康診
査事業

１歳６か月
児、３歳児精
密健康診査

１歳６か月児健診や３歳児健診の結果、身体発
育面でより精密に健康診査を行う必要のある幼
児を対象に各医療機関に委託し実施

継続 必要な子どもについて
継続実施

継続実施 60

人権男女共
同参画課

2203
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何で
も相談（再
掲）

女性が、一人の人間として、元気にのびやかに
毎日を過ごすことができるように、夫婦間、男
女間、からだのこと、人とのつきあい、セクハ
ラなど、さまざまな心の悩みのサポートをし、
自分らしい生き方支援につなげる。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 現在の相談事業の継続
実施とともに、他の相
談事業との連携を図
り、一人ひとりの生き
方支援の充実を図る。

継続実施。
女性の悩みに焦点を当
てた女ごころ何でも相
談（面接・電話）、ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを
実施。

№3401
に含む

健康推進課

1217 休日応急診療所
事業
休日歯科応急診
療事業

休日応急診療
所・歯科応急
診療所の開設

内科・歯科について日曜・祝日・年末年始に開
設し、急病時の診療を行う。

継続 休日診療対策の一環と
して日曜・祝日・年末
年始に実施
現状維持

継続実施 23,314

健康推進課
市立病院

1218 救急医療対策事
業

小児救急医療
体制の整備

休日・夜間の小児一次救急医療機関として、阪
神北圏域の３市１町が共同して「阪神北広域こ
ども急病センター」を設置し、平成２０年
(2008年)４月から診療を開始している。
小児二次救急については宝塚・伊丹・川西の３
市立病院を中心とした輪番制により対応。ま
た、圏域内の一次・二次救急医療機関のバック
アップを県立塚口病院に依頼している。

継続 休日・夜間の小児救急
医療を提供していく。
また、安定的な二次後
送病院の確保に取り組
む。

継続実施 70,667

健康推進課

1219 救急医療対策事
業

救急医療施設
の確保

休日・夜間の重症急病患者の医療を確保するた
め、２次救急医療施設の確保を宝塚市医師会に
委託している。医療施設は宝塚・宝塚第一・こ
だま・市立病院の救急告示４病院による輪番
制。

継続 休日診療対策の一環と
して継続実施

継続実施 10,433

教育研究課

1223 研究・研修事業 教職員に対す
る研修

学校等における性教育を推進するため、教員の
研修を実施する。

継続 現職研修会の中で、他
の研修課題と調整の上
実施していく。

現職研修会において他
の研修課題と調整の上
実施していく。また、
各学校へ取組の推進を
啓発していく。

0

健康推進課

1224 母子保健相談指
導事業

健全母性育成
事業

思春期における喫煙・飲酒・性について、学校
や関係機関と連携を図りながら正しい知識の普
及に努める。

継続 継続実施 小中学校の希望に応じ
て、喫煙・飲酒・性教
育をテーマに5校で開
催

№1207
に含む

学校教育課

学校教育指導事
業
中学校行事振興
事業

思春期における性につ
いて、講座を実施し、
健全な生活を送るため
の正しい知識について
学習をする。

600

平成２２年度
予算額

（千円）
方向性№課名 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 平成２２年度事業計画
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（２）　子どもや母親の健康の確保

　　①　母子の健康づくりの支援  ②　小児医療対策の充実　　③　思春期保健対策の充実　　④　食育の推進

健康推進課

1225 母子保健相談指
導事業

離乳食学級 生後４～６か月児の保護者に対して、調理実習
を通して具体的に乳児期の適切な栄養・育児に
ついて指導を行う。

継続 宝塚市の食育推進計画
（２２年度(2010年
度)策定予定）に基づき
ながら、乳児期の良い
食習慣確立を目指す。

年12回開催、300人 №1207
に含む

健康推進課

1226 健康教育・健康
相談事業

健康的な食習
慣確立事業の
実施

宝塚いずみ会に委託し、健康的な食習慣確立の
ための調理実習を中心とした講習会を行い、啓
発活動を実施する。親子でわくわくクッキング
を年４回以上実施している。

継続 宝塚市の食育推進計画
（２２年度(2010年
度)策定予定）に基づき
ながら、幼児や学童期
のより良い食習慣確立
を目指す。

年４回開催、120人 83

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

障害福祉課

1301 地域生活支援事
業

相談支援事業 障害者自立支援法に基づく地域自立支援協議会
に「こども部会」を設置し、障がい児の療育、
教育、発達支援、生活支援等について協議し、
地域の関係機関による支援のネットワークを形
成する。

継続 障がいのある人（児
童）への支援の理念・
価値観を共有し、関係
機関の連携を深めてい
く。

障害者自立支援法に基
づく地域自立支援協議
会に設置している「こ
ども部会」において、
障がい児の療育、教
育、発達支援、生活支
援等について協議し、
地域の関係機関による
支援のネットワークを
形成する。
年６回開催予定

32,833
（相談支援事業

委託料の合計
額）

療育セン
ター

1302 在宅児(者)支援
事業

療育センター
在宅児支援事
業

障がい児（者）の地域生活支援を障がい種別を
越えて積極的に総合的に推進し、中心的な相談
機関の役割を担う。
・在宅支援外来療育指導事業
　　施設における外来相談・指導を行う。
・施設支援一般指導事業
　　幼稚園、保育所、学校等関係機関職員に対
して療育に関する指導及び発達講座等を行う。
・在宅支援訪問療育指導事業
　　巡回相談、訪問健康診査を行い、各種の相
談に応じる。
・地域生活支援事業
　　コーディネーターにより地域の資源の利用
について援助・調査、ボランティアの育成を行
う。

継続 障がい児（者）の地域
生活支援、自立生活支
援のための発達支援、
生活支援を行う。

在宅支援外来療育指導
事業と在宅支援訪問療
育指導事業については
拡充して実施する。
施設支援一般指導事業
については今年度より
幼稚園訪問指導新たに
実施する。発達講座は
６回実施する。

8,418

療育セン
ター

1303 在宅児(者)支援
事業

発達相談事業 ○子ども発達総合相談
乳幼児健診等で運動発達、精神発達、言語発達
等心身の発達に問題や遅れがある乳幼児に対
し、問題を早期に発見し、早期療育を開始でき
るよう精神科、小児科医師等専門スタッフによ
り相談に当たる。
・対象：就学前児　・回数：月１回
○学童発達相談
知的発達の遅れ、情緒面に問題がある学童期の
子どもを対象として、家庭生活や学校生活上の
様々な問題に、精神科医が相談に応じる。
・対象：学齢・思春期児　・回数：年４回
○「のびやか相談」
相談件数の増加に伴い、新たに相談事業を実施
し、対象者を振り分けて、適切な相談支援を行
う。
・対象：軽度発達障がい傾向児、ボーダー児
・回数：年５回
○「出前発達相談」
身近な市内の子育て支援実施場所に出向き、相
談事業を行う。
・場所：保育所、児童館等３～５箇所
・回数：３６回程度

拡充 早期発見から早期療育
へつなぐ役割を今後も
担う。
教育機関との連携をは
かりながら学齢児の発
達支援を行う。
「のびやか相談」「出
前発達相談」をH22年
度(2010年度)から実
施

「のびやか相談」年５
回、「出前発達相談」
年３６回程度を新たに
実施する。

№1302
に含む

健康推進課

1216
再掲

母子保健健康診
査事業

１歳６か月
児、３歳児精
密健康診査
（再掲）

１歳６か月児健診や３歳児健診の結果、身体発
育面でより精密に健康診査を行う必要のある幼
児を対象に各医療機関に委託し実施

継続 必要な子どもについて
継続実施

継続実施

方向性

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度
予算額

（千円）

事務事業名

　事　業　名 平成２２年度事業計画

今後の展開の方向方向性

課名 №

№ 　事　業　名課名 　　　事　業　内　容

　　　事　業　内　容事務事業名 今後の展開の方向

6



第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

療育セン
ター

1304 在宅児(者)支援
事業

発達支援事業 子ども発達総合相談に来談した者に対し、後の
発達経過を見ながら、保育専門スタッフにより
親子遊び等を通じ、発達を促す関わりを指導す
る。
○「あそびっこ広場」
・対象：３～４歳児親子１６組・回数：３３回
○「ぴよぴよ広場」
・対象：１～２歳児親子８組・回数：９回

拡充 健康推進課等と連携を
はかり継続して実施す
る。
「ぴよぴよ広場」を
H22年度(2010年度)
から実施

「あそびっこ広場」年
３３回、新たに「ぴよ
ぴよ広場」を10月から
９回実施する。

№1302
に含む

健康推進課

1215
再掲

母子保健相談指
導事業

ラッコ教室
（再掲）

１歳６か月児健診後、２歳児を中心に、発達の
経過を見る必要がある場合や、保護者の育児不
安が強い親子を対象に集団での遊び体験を通
し、育児を支援する。

継続 保護者が子育てに自信
を持てるよう、内容を
検討しながら実施

年16回、20組 №1207
に含む

健康推進課
1305 障害者（児）歯

科診療事業
障害者（児）
歯科診療事業

歯科医院での治療が困難な障がい者や障がい児
の歯科治療や検診、相談、指導を行う。

継続 原則週２回実施
現状維持

継続実施 7,463

学校教育課

1306 ことばの教室事
業

ことばの教室 構音障がいのある就学前の幼児を早期に発見
し、指導を行う。（末成幼稚園で実施）

継続 発音に誤りのある幼児
は年々、増えている。
今後もこの事業は継続
していく予定である。
現況（Ｈ21）　40人
改善率　　　100％

構音障がいのある就学
前の幼児を早期に発見
し、指導を行う。（末
成幼稚園で実施）

412

社会教育課

社会教育推進事
業

知的・情緒障がいによる言語障がいを持つ子ど
もたちに言語療法士等による言語機能回復訓練
を行う活動を支援する。（中央公民館で実施）

継続 今後も引続き活動の支
援を行う。

継続実施。
ことばの教室実行委員
会に対する補助金交付
による活動支援を行
う。

650

社会教育課

1307 社会教育推進事
業

体操教室（親
子体操）

知的障がい者の機能障がいの回復と機能訓練及
び社会参加を兼ねた学習機会を提供する。（総
合体育館で実施）

継続 今後も継続して機能訓
練と学習機会の場を提
供する。

継続実施。
月１回、体育指導委員
の指導により総合体育
館にて実施。

60

障害福祉課

1308 自立支援事業 児童居宅介護
（ホームヘル
プサービス）
事業

日常生活を営むことに支障のある在宅の障がい
児に対し、生活先般の介護・家事などのサービ
スを提供する。

継続 障害者自立支援法に基
づき実施

日常生活を営むことに
支障のある在宅の障が
い児に対し、生活先般
の介護・家事などの
サービスを提供する。

1,868,984
（障害者自立支
援法による障害
福祉サービス費
給付費全体の金

額）

障害福祉課

1309 自立支援事業 児童短期入所
（ショートス
テイ）事業

介護者が病気・出産等の理由により障がい児を
家庭で介護することができないとき、一時的に
施設で保護を受けるサービスを提供する。

継続 障害者自立支援法に基
づき実施

介護者が病気・出産等
の理由により障がい児
を家庭で介護すること
ができないとき、一時
的に施設で保護を受け
るサービスを提供す
る。

1,868,984
（障害者自立支
援法による障害
福祉サービス費
給付費全体の金

額）

障害福祉課

1310 地域生活支援事
業

日中一時支援
事業

障がいのある児童（人）の日中における活動の
場を確保し、見守り、排せつの介助等の支援を
行うことにより、障がいのある児童等を介護し
ている家族の一時的な休息の機会を提供する。

継続 障害者自立支援法に基
づき実施

障がいのある児童
（人）の日中における
活動の場を確保し、見
守り、排せつの介助等
の支援を行うことによ
り、障がいのある児童
等を介護している家族
の一時的な休息の機会
を提供する。

22,508
（身体、知的、
精神の（者）を

含む金額）

療育セン
ター

1311 児童福祉施設事
業

すみれ園通園
事業

手足や体幹に障がいのある乳幼児を対象に、診
療・機能訓練（理学療法・作業療法・言語療
法・感覚統合訓練）・保育・生活指導等の療育
を行い、日常生活に必要な基本的能力を養う。
（０歳～就学前）　定員４０名

継続 一人ひとりの子どもの
状態に応じた適切な療
育を保障する。

手足や体幹に障がいの
ある乳幼児を対象に、
診療・機能訓練・保
育・生活指導等の療育
活動により、治療と日
常生活能力の養成を行
うと共に分離療育を充
実していく。

25,190

療育セン
ター

1312 児童福祉施設事
業

やまびこ学園
通園事業

知的発達の遅れ、情緒、対人関係等に問題があ
る子ども達を対象に集団及び個別指導並びに専
門家による診察等の療育活動により適切な発達
の援助と日常生活能力の養成を行う。（就学
前）
定員３０名

継続 一人ひとりの子どもの
状態に応じた適切な療
育を保障する。

集団・個別保育・生活
指導等を通して発達の
援助と日常生活に必要
な基本的な能力を育て
る。ひき続き３名増の
３３名で対応。

32,060

教育支援課

3108
再掲

子ども支援事業 子ども支援事
業（再掲）

○子ども支援サポーター配置事業
一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがち
な児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室
登校指導員を派遣する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボ
ランティアによる人的支援を行う。
○巡回相談　学校園訪問相談事業

継続 支援の必要な児童生徒
に適切な支援を行う。

○子ども支援サポー
ター配置事業
一斉指導に馴染みにく
く、不適応をおこしが
ちな児童生徒に個別指
導できる心理相談員・
別室登校指導員を派遣
する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児
童生徒に必要に応じて
ボランティアによる人
的支援を行う。
○学校園訪問相談事業

33,688

　　　事　業　内　容
平成２２年度

予算額
（千円）

№ 平成２２年度事業計画　事　業　名 方向性課名 今後の展開の方向事務事業名
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

学校教育課

3106
再掲

特別支援教育推
進事業

特別支援教育
推進事業(再掲)

なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活
動を実施する。

継続 安全に配慮しながら、
さらなる内容の充実に
努める。

なかよし運動会６／１
２　　ふれあい作品展
１／２７～２／２
さよならコンサート２
月実施予定

6,538

学校教育課

3107
再掲

特別支援教育推
進事業

特別支援教育
推進栃木県派
遣事業(再掲)

特別支援学級及び特別支援学校の中学３年生を
栃木県へ派遣し、現地での乗馬体験等を通して
自立心を育てる。

継続 受益者負担も取り入れ
ながら、派遣先など内
容の充実を図り継続す
る。

８月２０日（金）～２
４日（火）実施予定。
２３名の生徒が参加予
定。

5,600

障害福祉課

1313 障害者就労支援
事業

障害者就労支
援事業

障がい者の職域開発、就労の場の確保、職場定
着など一貫した就労支援を関係機関の連携の基
に実施する。

継続 障がい者の就労・生活
支援を一元的に実施

障がい者の職域開発、
就労の場の確保、職場
定着など一貫した就労
支援を関係機関の連携
の基に実施する。

23,801

子育て支援
課

1314 母子福祉総務事
業

母子家庭相談
事業

離婚前、離婚後の生活や自立支援に関する相
談、ひとり親家庭が利用できる制度等の情報提
供を行う。
母子自立支援員　　1名

継続 各相談機関と連携を図
り、就労促進により経
済的自立を援助する。

きめ細かな相談を行
い、ひとり親家庭の自
立を支援していく。

0

子育て支援
課

1315 母子福祉総務事
業

母子家庭自立
支援教育訓練
給付金

母子家庭の母が自主的に行う職業能力の開発を
推進するため、事業実施主体があらかじめ指定
している教育訓練講座を受講した場合、受講し
た経費の2割相当額（上限1０万円、下限4千
円）を支給する。
　対象要件あり

継続 相談業務を通じて受給
者を決定していく。

広報等で周知に努め、
制度の浸透を図る。
15名の支給を予定して
いる。

525

子育て支援
課

1316 母子福祉総務事
業

母子家庭高等
技能訓練促進
費

母子家庭の母の訓練受講中の生活の安定を図る
ため、２年以上養成機関で修業する場合に「高
等技能訓練促進費」を支給し、生活費の負担を
軽減する。
　支給期間：修業期間の最後の１／2の期間
（１２月を上限）但し、平成23年(2011年)3
月までの修業対象者については、全期間。
　支給額：月額141千円
　支給対象者、対象資格の指定等要件あり

継続 相談業務を通じて受給
者を決定していく。

児童扶養手当届出時等
を利用し、制度のPRに
努める。
新規15名の支給を予定
している。

41,679

住まい政策
課

4101
再掲

市営住宅管理事
業

市営住宅管理
事業(再掲)

子育て世代に対する住宅確保の支援
（市営住宅における２０才未満の子を扶養する
母子（父子）世帯の優先募集）

継続 空家募集においては、
可能なかぎり、母子世
帯等優先枠を設定して
いく。

継続して優先枠を設定
していく

0

人権男女共
同参画課
子ども政策
課
子育て支援
課
関係各課

1317 ＤＶ（ドメス
ティック・バイ
オレンス）被害
者対策事業

ＤＶ被害者の
視点に立った
総合的な支援

○　「配偶者等からの暴力対策基本計画」の策
定及び同計画に基づく施策の実施
○　ＤＶ被害者の一時保護の実施
○　ＤＶに関する意識啓発の実施
○　ＤＶに関する相談業務の実施
○　庁内ＤＶ対策連絡会の開催

拡充 「配偶者等からの暴力
対策基本計画」に基づ
き、ＤＶ被害者の視点
に立って関係各課が連
携して取り組む

配偶者等からの暴力対
策基本計画策定委員会
及び同庁内検討会を設
置し、平成22年度末ま
でに計画を策定する。

632

人権男女共
同参画課

2203
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何で
も相談(再掲)

女性が、一人の人間として、元気にのびやかに
毎日を過ごすことができるように、夫婦間、男
女間、からだのこと、人とのつきあい、セクハ
ラなど、さまざまな心の悩みのサポートをし、
自分らしい生き方支援につなげる。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 現在の相談事業の継続
実施とともに、他の相
談事業との連携を図
り、一人ひとりの生き
方支援の充実を図る。

継続実施。
女性の悩みに焦点を当
てた女ごころ何でも相
談（面接・電話）、ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを
実施。

№3401
に含む

観光文化課

1318 国際交流事業 異文化間生活
相談

市内に在住する外国人や海外より帰国した日本
人の日常生活における悩みや不安、トラブルの
相談に応じる。

継続 専門機関との連携を図
り、様々な分野の相談
に対応していく。

市立国際･文化センター
において指定事業とし
て継続実施。

指定管理料
46,550千円

に含む

学校教育課

3111
再掲

教育国際化推進
事業

教育国際化推
進事業(再掲)

日本語の不自由な児童・生徒のサポーター派遣
を実施する。

継続 日本語が不自由な外国
籍及び帰国児童・生徒
の学校生活うを支援
し、地域社会に速やか
に適応できるようにす
る。

日本語が不自由な外国
籍及び帰国児童・生徒
の学校生活を支援し、
地域社会に速やかに適
応させることを目的
に、２中６小にサポー
ターを派遣する。

2,884

　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

事務事業名 　事　業　名課名 №
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

医療助成課

1319 福祉金・給付金
支給事業（身
体・精神・知的
障害者福祉金）

身体・精神・
知的障害者福
祉金

市内に１年以上居住し、以下の手帳を持つ児童
に支給する。（所得制限有）
・身体障害者手帳（１～６級）
・療育手帳（重度～軽度）
・精神障害者保健福祉手帳（１～３級）

継続 対象者への影響を考慮
しながら、支給要件や
支給額など事業のあり
方を検討する。

平成２１年度と同様に
実施する。

229,362

医療助成課

1320 障害者（児）医
療助成事業

障害者（児）
医療助成事業

身体障害者手帳１～４級の人、療育手帳Ａ・Ｂ
(1)判定者または精神障害者保健福祉手帳１級・
２級の人に対し、医療費を助成する。所得制限
あり。

継続 平成21年(2009年)7
月から制度を一部改正
し、医療費の助成を継
続する。

平成２１年度と同様に
実施する。

829,512

子育て支援
課

1321 児童福祉総務事
業

特別児童扶養
手当事業

身体又は精神に障がいのある児童を看護する父
等に支給する。（所得制限有）
月額　重度 50,750円　中度 33,800円

継続 国の基準に基づき実施 国の基準に基づき実施 0

障害福祉課

1322 特別障害者手当
等給付事業

障害児福祉手
当支給

重度の障がいのある２０歳未満の者に対して手
当を支給する。（所得制限有）

継続 特別児童扶養手当等の
支給に関する法律に基
づき実施

重度の障がいのある２
０歳未満の者に対して
手当を支給する。（所
得制限有）

80,249
（特別障害者手
当、経過的福祉

手当を含む金
額）

障害福祉課

1323 特別障害者手当
等給付事業

介護手当支給 重度の障がい者（児）の介護を行う者に対して
手当を支給する。（所得制限有）

継続 県・市の要綱に基づき
実施

重度の障がい者（児）
の介護を行う者に対し
て手当を支給する。
（所得制限有）

1,700

学事課

1324 特別支援教育就
学奨励費（給食
費含む、小・
中）

特別支援教育
就学奨励費

特別支援学級へ就学している児童、生徒の保護
者に対する給食費、学用品費等の費用の一部を
補助。

継続 現在の制度を維持継続
していく。

特別支援学級に就学し
ている児童、生徒の保
護者に対し給食費・学
用品費等の費用の一部
を補助。

2,278

子ども家庭
支援セン
ター

1325 児童福祉施設入
所児等助成事業

児童福祉施設
入所児等助成
金

児童福祉施設（助産施設・保育所を除く）及び
里親に措置されている児童等の保護者に対し、
入所及び通所に要した費用の一部を助成する。
　平成２１年度(2009年度)：助成率
　　　①児童養護施設：徴収金の３５％
　　　②肢体不自由児施設　３０～７０％
　　　③知的障がい児施設等　５０～９０％
　　　　　（②③は所得に応じ３段階）

継続 今後の展開の方向方針
については、制度は存
続することとし、内容
は当面、平成２１年度
(2009年度)どおりと
して据え置き。

障害者自立支援法に基
づき、保護者の市民税
額と障害の種類により
異なる助成率ランクに
基づき助成する。（但
し、児童養護施設等、
措置に基づく施設は３
５％）

2,393

子育て支援
課

1326 児童扶養手当事
業

児童扶養手当
事業
(父子家庭含む)

父又は母と生計をともにできない児童が養育さ
れている家庭の生活の安定と自立を助けるため
に、児童の母又は父等に支給する。　（所得制
限有）
月額１人４１，７２０円

拡充 条例又は国の基準に基
づき実施

条例又は国の基準に基
づき実施

665,144

医療助成課

1327 母子家庭等医療
費助成事業

母子家庭等医
療費助成事業

母子家庭及び父子家庭の父母等で満１８歳に達
する日以後の最初の３月３１日までの間にある
児童（但し、児童が高等学校等に在学中の場合
は、満２０歳に達する日の属する月の末日まで
のものを含む）を監護している者及びその児童
並びに遺児に対し、医療費を助成する。(所得制
限有)

継続 平成21年(2009年)7
月から制度を一部改正
し、医療費の助成を継
続する。

平成２１年度と同様に
実施する。

88,490

医療助成課

1328 福祉金・給付金
支給事業（母
子・父子・遺児
福祉金）

母子・父子・
遺児福祉金

市内に１年以上居住し、１８歳未満の子どもが
いる母子、父子及び１８歳未満の遺児に支給す
る。(所得制限有)

継続 対象者への影響を考慮
しながら、支給要件や
支給額など事業のあり
方を検討する。

平成２１年度と同様に
実施する。

53,514

学事課

1329 教育総務事業 朝鮮学校就学
補助制度

伊丹朝鮮初級学校及び尼崎朝鮮中級学校に在籍
する児童生徒の保護者に対し、就学補助金を交
付し、負担軽減を図る。

拡充 中級学校の補助額を
70,000円から
140,000円に増額し
た。

伊丹朝鮮初級学校及び
尼崎朝鮮中級学校に在
籍する児童生徒の保護
者に対し、就学補助金
を交付し、負担軽減を
図る。

5,068

学事課

1330 要保護及び準要
保護児童・生徒
就学援助費
要保護及び準要
保護児童・生徒
医療費扶助

就学援助制度 経済的理由により、小・中学校の就学に必要な
費用の支払いが困難な児童・生徒の保護者に対
し、医療費・学用品費等・給食費の費用の全部
又は一部を援助する。

拡充 学校教育法に基づき制
度を運用し、義務教育
の円滑な実施に資す
る。

経済的理由により、
小・中学校の就学に必
要な費用の支払いが困
難な児童・生徒の保護
者に対し、医療費・学
用品費等・給食費の費
用の全部又は一部を援
助する。
平成２２年度より所得
制限を緩和。

81,375

平成２２年度
予算額

（千円）
事務事業名 今後の展開の方向課名 平成２２年度事業計画№ 　　　事　業　内　容 方向性　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

学事課

1331 奨学助成事業 私立高等学校
入学支度金融
資あっせん制
度

経済的理由によって修学困難な私立高校入学予
定者に対して入学支度金融資のあっせんをする
とともに、融資実行者については借入利子相当
分を補助し負担軽減を図る。

継続 取扱金融機関の拡大な
ど制度の充実を図る。

経済的理由により修学
困難な私立高校入学予
定者に対し、入学支度
金融資の斡旋を行い、
融資実行者には借入利
子相当分を補助し負担
軽減を図る。

2,032

学事課

1332 奨学助成事業 修学資金給
付・貸付制度

経済的理由によって修学困難な高校生、大学生
等に対して修学資金の給付又は貸付を行う。
○給付
　・生活保護世帯(生活保護費の高校就学費受給
対象者外)の高校生等
　　　国公立在学生 月 7,000円
   　 私立在学生　 月12,000円
  ・準要保護世帯の高校生等
　　　国公立高校生等 月6,000円
　　　私立高校生等　 月10,000円
○ 貸付
　・高校生等
　　　国公立在学生　　月15,000円以内
　　　私立在学生　　　月25,000円以内
　・大学生
　　　国公立在学生　　月18,000円以
      私立在学生　　　月30,000円以内

拡充 平成１７年度(2005年
度)から修学資金の制度
を給付と貸付の２方式
とし制度の充実を図
る。

昨年度同様、経済的理
由によって修学困難な
高校生、大学生等に対
して修学資金の給付又
は貸付を行う。
平成２２年度より、準
要保護世帯の条件緩
和。

46,224

子ども家庭
支援セン
ター
関係各課

1333 児童虐待防止推
進事業

要保護児童対
策地域協議会

要保護児童（虐待、非行等の要保護児童が対
象）の早期発見や適切な保護を図るため、医師
会、保健所、民生・児童委員協議会、学校園、
保育所、行政関係課、関係機関等で構成した児
童福祉法に基づく「宝塚市要保護児童対策地域
協議会」を設置し、ネットワークにより対応す
る。
主要な関係課：健康推進課、子育て支援課、療
育センター、青少年センター、教育支援課
(調整機関：子ども家庭支援センター)

継続 児童虐待の早期発見、
早期対応を中心とした
要保護児童全般の対応
に、要保護児童対策協
議会の効果的活用を図
る。

代表者会議　１回
実務者会議　３回
進行管理会議　５回
個別ケース会議　随時

839

子ども家庭
支援セン
ター

1334 児童虐待防止推
進事業

虐待防止マ
ニュアルの活
用

関係機関の共通認識のため、平成２１年度に作
成、配布したマニュアルを活用し、早期発見、
早期対応を図る。

継続 一層の機関連携に努め
る。

関係者及び教職員が平
成２１年度に作成した
マニュアルを活用でき
るように研修会等を検
討する。

№1333
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

1335 児童虐待防止推
進事業

啓発の促進 広報たからづかの特集記事、社協たからづか等
で市民に啓発する。11月の虐待防止推進月間
に、講演会を開催する。また、21年度(2009
年度)作成の啓発パンフレット配布による啓発に
努める。

継続 関係機関・団体等の職
員等以外の一般市民へ
の啓発に努める。

１１月の児童虐待防止
推進月間に合わせ、広
報で特集号を掲載する
とともに、市民啓発の
ために講演会を開催す
る。
また、機会をとらえて
啓発に努めていく。

№1333
に含む

人権男女共
同参画課

人権啓発推進事
業

広報たからづか、ウィズたからづか等で市民に
啓発する。また、パンフレットを作成し学習す
る。
子どもの権利擁護に関する講演会の実施

継続 広報紙を通じて情報発
信を継続する。
様々な方法を利用し
て、子どもの人権擁護
を推進する。

ウィズたからづかへの
掲載（広告料）

300

子ども家庭
支援セン
ター

1336 児童虐待防止推
進事業

専門的カウン
セリングの推
進

虐待へ的確に対応するために、専門的なカウン
セリング実施を検討する。

継続 家庭相談員の資質の向
上及び職員への還元の
ため研修に派遣
　

家庭相談員の資質向上
のため、必要な研修に
参加していく。

№1333
に含む

教育支援課 教育相談事業 継続 現況（Ｈ21）
臨床心理士嘱託７名
８報８名
今後も継続実施

現況（Ｈ22）
臨床心理士嘱託７名
８報7名
今後も継続実施

16,858

子ども家庭
支援セン
ター

1337 児童虐待防止推
進事業

家庭児童相談
室事業(子ども
家庭なんでも
相談)

１８歳未満の児童の家庭における家庭問題や養
育相談等を行う。子育て家庭ショートステイ、
里親の相談も受ける。（子ども家庭なんでも相
談）
また、児童虐待の窓口として通報・相談を受け
る。臨床心理士等の助言を得ながら、関係機関
と受理会議、個別ケース会議等を開催し支援の
方向を決定する。
　家庭相談員　　４人

継続 増大する子育て不安
等、第一線の相談・援
助機関として、その役
割は益々増大しており
体制整備を図る。ま
た、県健康福祉事務
所、川西こども家庭セ
ンター等の関係機関と
の連携を強化する。

増加する相談件数に対
応するため家庭相談員
を資質向上を図り、要
保護児童対策地域協議
会の効果的活用に繋げ
る。

№1333
に含む

平成２２年度
予算額

（千円）
平成２２年度事業計画今後の展開の方向課名 № 　　　事　業　内　容 方向性　事　業　名事務事業名
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第６章　個別事業と事業目標

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

個　別　事　業

（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

　　①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実

子ども家庭
支援セン
ター

1338 児童虐待防止推
進事業

地域小規模児
童養護施設運
営事業

児童虐待の防止施策を推進するため、平成１４
年１１月に地域小規模児童養護施設「御殿山ひ
かりの家」を誘致整備した。当該施設に①２４
時間電話相談事業、②子育て家庭ショートステ
イ事業、③緊急一時保護の機能を付加し、運営
の安定を図るため付加機能にかかる人件費を社
会福祉法人三光事業団に助成する。

継続 他の機関とのより一層
の連携を図る。

引き続き、付加機能を
実施するため、社会福
祉法人三光事業団に人
件費の一部を助成す
る。

9,053

子ども家庭
支援セン
ター

1339 児童虐待防止推
進事業

２４時間対応
電話相談

子どもに関する相談のニーズは、多様で緊急事
態への対応も必要であるので、地域小規模児童
養護施設「御殿山ひかりの家」との連携により
２４時間対応の電話相談「ハッピートークたか
らづか」を実施。

継続 他機関とのより一層の
連携を図る。
市民に対して２４時間
対応の電話相談の周知
を図り、昼夜を問わず
保護者が気楽に相談で
きるようＰＲに努め
る。

市民に対して２４時間
対応の電話相談の周知
を図り、昼夜を問わず
保護者が気軽に相談で
きるようＰＲに努め
る。

№1338
に含む

いきがい福
祉課

1340 民生・児童委員
活動補助事業

民生・児童委
員活動補助

豊かな心を持ち、心身ともに健康で自立性、主
体性、社会性のある子どもを地域社会全体で育
てていくため、民生・児童委員として、要保護
児童及び要援護家庭の把握に努め、援助指導を
推進し、心豊かな子どもを育てる活動を展開す
る。

継続 相談・支援件数は増加
傾向にあり、民生・児
童委員、主任児童委員
の役割は大きくなって
いる。
一層の支援活動が求め
られるため、事業を継
続する。

児童委員、主任児童委
員の活動に対し、一人
当たり103,210円を
助成する
委員定数
児童委員数　２８２人
主任児童委員　１７人

31,501

（４）　経済的な支援

子育て支援
課

1401 児童手当事業 児童手当の支
給

児童を養育している者に児童手当を支給するこ
とにより、家庭における生活の安定と、次代の
社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を
目的とする(収入が一定額未満)。
　支給対象　小学6年生終了まで
　支給金額　第１子　5,000円
　（月額）   第２子　5,000円
　　　　　　第３子 10,000円
　３歳未満一律月額10,000円

拡充 国の基準に基づき実
施。
平成22年度(2010年
度)については、子ども
手当として中学生まで
を対象に一律一人月額
13,000円（所得制限
なし）が支給されるた
め、児童手当は、子ど
も手当に包含される。
今後、国の制度設計の
中で児童手当が子ども
手当に統合される可能
性が大きい。

国の基準に基づき実
施。
平成22年2月、3月分
及び現況未提出者等の
遡及支給対象分につい
ては、児童手当を支
給。
平成22年4月分以降
は、子ども手当を支
給。

4,541,879

医療助成課

1402 乳幼児医療費助
成事業

乳幼児医療費
助成事業

出生の日から満９歳（入院については１５歳）
到達後最初の３月３１日までの間にある乳幼児
（１歳児以上は所得制限有り）に対し、医療費
を助成する。

継続 平成21年(2009年
度)7月から制度を一部
改正し、医療費の助成
を継続する。

平成２１年度と同様に
実施する。

419,460

学事課

1403 私立幼稚園就園
奨励費補助事業

私立幼稚園就
園奨励費補助
制度

私立幼稚園の保育料及び入園料の一部について
市が補助金を交付し、保護者の経済的負担の軽
減と幼稚園教育の振興を図る。

継続 保育料の公私間格差も
あり、制度を継続す
る。

私立幼稚園の保育料及
び入園料の一部につい
て市が補助金を交付
し、保護者の経済的負
担の軽減と幼稚園教育
の振興を図る。

160,851

方向性 今後の展開の方向 平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度
予算額

（千円）
平成２２年度事業計画　　　事　業　内　容　事　業　名

事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容№

方向性№課名

課名

今後の展開の方向事務事業名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（１）　雇用環境の整備推進

　　①企業等への啓発の推進

人権男女共
同参画課

2101 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女性雇用に関
する講演会の
開催

事業主等を対象にワークライフバランス等につ
いてをテーマに開催する。

継続 事業者に対する「男女
共同参画づくりをめざ
す出前講座」の継続実
施

引き続き、事業所等で
「男女共同参画社会づ
くりをめざす出前講
座」を実施する。

600

商工勤労課

2102 労働行政事業 企業への啓発 事業主等を対象に女性雇用に関する育児・介護
休業制度等について啓発を行う。

継続 宝塚市雇用促進連絡協
議会を通じて市内企業
への啓発を行う。

継続実施。
宝塚市雇用促進連絡協
議会を通じて市内企業
への啓発を行う。

170

人事課

2103 人事管理事業 宝塚市特定事
業主行動計画

職員が仕事と子育ての両立を行うことができる
よう平成１７年(2005年)３月に「市特定事業
主行動計画」を策定したところであるが、前期
５年間が経過するにあたり、これまでの進捗状
況や成果を検証し、平成２２年度(2010年度)
から５年間の後期計画として改訂し、取り組ん
でいく。

継続 後期計画に即して、実
施し、おおむね３年毎
に計画の見直しを行
う。

後期の初年度として、
職員研修を行い、計画
への理解や各種制度の
活用を図るとともに、
育児休業など、さらな
る制度の拡充を行う。

30

（２）　男女がともに仕事や家庭・地域生活に参画できる社会の促進

　　①　男女の家庭責任と就業との両立支援の推進

学校教育課

宝塚市人権・同和教育
協議会企業部が会員を
対象に人権問題に関す
る研修会等を実施す
る。

20

商工勤労課

平成２１年度と同様に
実施。男女共同参画社
会の実現のため、参加
者の増に努める。

0

人権男女共
同参画課

2202 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

家事、育児を
学習する講座
の実施

固定的な役割分担意識にとらわれず、女性も男
性もともに自立し、対等な立場で協力し、責任
を持つ男女共同参画に関する様々な講座を実施
する。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 男女共同参画社会をめ
ざす自主活動助成事業
及び男女共同参画推進
する様々な講座等を実
施する。

継続実施。
男女共同参画社会を目
指すｸﾞﾙｰﾌﾟの自主活動
を支援する。

№3401
に含む

人権男女共
同参画課

2203 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何で
も相談

女性が、一人の人間として、元気にのびやかに
毎日を過ごすことができるように、夫婦間、男
女間、からだのこと、人とのつきあい、セクハ
ラなど、さまざまな心の悩みのサポートをし、
自分らしい生き方支援につなげる。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 現在の相談事業の継続
実施とともに、他の相
談事業との連携を図
り、一人ひとりの生き
方支援の充実を図る。

継続実施。
女性の悩みに焦点を当
てた女ごころ何でも相
談（面接・電話）、ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを
実施。

№3401
に含む

人権男女共
同参画課

2204 男女共同参画施
策推進事業

啓発資料の作
成

新しい家庭像を、一人ひとりが考えながら作り
あげるための学習資料を作成、配布し、啓発を
図る。

継続 男女共同参画センター
啓発・情報紙の内容に
取り入れ、作成・配布
し、啓発を図る。

№2207に含む №3401
に含む

人権男女共
同参画課

2205 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

意識啓発のた
め学習講座実
施

男女が共に参加できるような形で、男女共同参
画を学習するための講座を実施する。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 特に父親（男性）が参
加しやすい講座等の充
実を図る。
また、男女共同参画セ
ンターの定例的な講
座、フェスティバルで
の講座を開催する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

人権男女共
同参画課

2206 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女性の就労に
ついての理解
促進

男女共同参画センターが取り組む男女共同参画
社会づくりのための啓発講座を通じて、理解の
促進を図る。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 女性のための就労支援
講座を継続するととも
に女性のチャレンジ支
援（就労・市民活動支
援など）の講座を実施
する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

平成２２年度
予算額

（千円）

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度事業計画

2201 人権教育総務事
業

企業を通じた
啓発

宝塚市人権・同和教育協議会企業部が会員を対
象に人権問題に関する研修会等を実施してお
り、その中で男女が共に家庭の担い手としての
意識を促進する取り組みがなされるよう、課題
の一つとして啓発していく。

課名

課名 今後の展開の方向

継続 性別による固定的な役
割分担意識や社会慣行
等を解消し、男女共同
参画社会の実現のた
め、研修内容の充実と
参加者の増に努める。

№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容事務事業名

№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容事務事業名 方向性

今後の展開の方向方向性
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（２）　男女がともに仕事や家庭・地域生活に参画できる社会の促進

　　①　男女の家庭責任と就業との両立支援の推進

人権男女共
同参画課

2207 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

男女共同参画
センターだよ
り「エル・コ
ンパス」の発
行

機関誌発行を通じて、男女共同参画社会づくり
のための啓発、情報の提供等を実施する。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 社会状況や市民のニー
ズに即応した内容で、
年３回発行する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

健康推進課

1202
再掲

母子保健相談指
導事業

母親学級・父
親学級（両親
学級）(再掲)

○母親学級
　５か月以降の妊婦を対象に、妊娠中の日常生
活、妊婦体操、お産の経過、妊娠中・産後の栄
養、育児、沐浴等の講義、実習を行い、安心し
て出産・育児に臨めるよう支援する。毎月３回
１クール実施
○父親学級（両親学級）
　両親が協力しあう育児を支援するため、まも
なく父親、母親になる人を対象に、妊娠中の体
の変化、育児、沐浴等について講義、実習を行
う。年12回実施、日曜日開催含む

継続 正しい知識を普及し交
流の場の提供を図るた
め内容等を検討し実施
する。

○母親学級
　年３６回開催
　延受講数　７２０人

○父親学級（両親学
級）
　年12回開催（平日4
回、日曜日8回）
　延受講組数　252組

944

（３）　多様な保育サービスの充実

　　①　保育所待機児童の解消　②　保育内容の充実　③　特別保育の充実

子ども政策
課
保育課

☆
2301

私立保育所誘致
整備事業

認可保育所整
備事業

保育ニーズに的確に応えるために、適切な立地
に留意しながら保育所整備を推進し、待機児童
を解消する。

拡充 待機児童を解消するた
め、認可保育所の誘致
整備等により２１０人
の定員増を図る。

現況（Ｈ21）
 23 か所　定員 2295
人
目標値（Ｈ26）
 25 か所　定員 2505
人

次世代育成支援行動計
画「たからっ子「育
み」プラン」後期計画
との整合を図り、平成
22年度中に定員90人
の民間保育所を誘致整
備する。

126,077

子ども政策
課
保育課

2302 指定保育所助成
金

指定保育所助
成事業

市内にある認可外保育所で市が定める一定の基
準を満たしている保育所を宝塚市指定保育所と
して指定し、指定した保育所に対して助成をす
る。

継続 待機児童の状況、認可
保育所の整備状況を勘
案しながら指定箇所数
を検討する。

待機児童の状況等を勘
案しながら今後の指定
箇所数について検討す
る。
今年度は、指定保育所
8ヵ所で306名の受入
枠を確保し、待機児童
の解消を図る。

160,134

保育課

2303 市立保育所保育
実施事業
私立保育所保育
実施事業

保育所保育実
施事業

保育所入所児童の健全な育成及び保育所の円滑
な運営を行う。

継続 継続実施 市立保育所で894名、
私立保育所で1,671名
の受入枠を確保し、保
育を実施する。

市立保育所
301,131
私立保育所

1,394,327

保育課

継続 就学前の障がい児のう
ち、保育に欠ける児童
であって、保育士の加
配によって対応の可能
な児童について、受け
入れを行う。

保育に欠ける障がい児
童について、受入を行
う。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

2304 私立保育所助成
金

私立保育所助
成事業

私立保育所入所児童の健全な育成及び私立保育
所の円滑な運営に資することを目的として、保
育所の運営に係る経費を助成する。

拡充 新たに子育て支援事業
助成を創設する。

地域活動事業を拡充
し、子育て支援事業助
成を創設する。

497,421

子ども政策
課

2305 認定こども園事
業

認定こども園
事業

認定こども園（私立幼稚園）に対し、運営費補
助金として、県からの補助金を市を通じて助成
する。

継続 待機児童の状況等を勘
案しながら、新規整備
等を検討する。

市内の認定こども園
（私立幼稚園）１園に
対し、運営費の助成を
行う。
また、待機児童の状況
等を勘案しながら、新
規整備等を検討する。

2,457

保育課

2306 市立保育所整備
事業

保育所建物保
全事業

老朽化した保育所の改修等を行い、保育環境を
改善する。

継続 継続実施 わかくさ保育所の改修
工事、設備更新を実施
する。

42,120

子ども政策
課
保育課

2307 児童福祉総務事
業

苦情解決制度
の充実

児童福祉施設における苦情解決の仕組みを充実
し、中立的な立場で苦情解決を支援する第三者
委員を設置し、保育サービスの質の向上を図
る。

継続 公私立認可保育所に設
置済み。保育の質の向
上に寄与するように、
利用者への周知を図
る。

苦情解決責任者等の連
絡会開催、第三者委員
による施設(現場)見学
を検討するとともに苦
情解決ｾﾐﾅｰ等への参加
を促す。
また、市立保育所長
会、私立保育園長会を
通じて苦情の内容、対
処策等について情報の
共有に努め、保育内容
の質の向上につなげ
る。

37

平成２２年度
予算額

（千円）

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 平成２２年度事業計画

　　　事　業　内　容課名

今後の展開の方向方向性

方向性 今後の展開の方向

　　　事　業　内　容事務事業名 　事　業　名№

№ 事務事業名 　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（３）　多様な保育サービスの充実

　　①　保育所待機児童の解消　②　保育内容の充実　③　特別保育の充実

保育課

2308 市立保育所保育
実施事業

保育所の第三
者サービス評
価事業の実施

適切な情報を利用者に提供できるよう、保育所
の事業メニューや保育内容を当事者以外の公
正・中立な立場から評価する。

継続 平成19年度(2007年
度)から市立保育所の全
8ヵ所の評価を順次実
施している。
現況（H21）　3ヵ所
目標値（Ｈ26）8ヵ所

平井保育所で実施す
る。

500

保育課

2309 市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

産休明け保育
事業

産休明けからの保育を拡充実施する。 拡充 新設保育園を含め、私
立保育園は全園で実施
する。
現況（Ｈ21）
  17か所
目標値（Ｈ26）
 19か所

私立保育園は全園及び
市立保育所4ヵ所の計
１７か所で実施する。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

☆
2310

市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

延長保育事業 午後６時を超えて保育時間を延長することを必
要とする児童を午後７時を限度として、延長保
育を行う。（午前７時～１９時迄実施）　全保
育所で実施。うち３園は２０時まで実施してお
り、今後拡充を図る。

拡充 認可保育所の整備に合
わせ２５人の定員増を
図る。
現況（Ｈ21）
21か所　定員295人
目標値（Ｈ26）
23 か所　定員320人

全保育所で実施、うち
3ヵ所では20時までの
延長保育を実施する。
21か所　定員295人

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

2311 市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

保育所地域活
動事業

「地域における異年齢児交流」等特別保育科目
を設定し、保育を行う。公立９か所、私立１０
か所で実施）

継続 新設保育園を含め全園
で実施する。

公立８か所、私立１３
か所で実施する。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

☆
2312

私立保育所助成
金

一時預かり事
業

断続的な就労、リフレッシュなどのニーズに対
応する一時保育事業を私立９か所で実施。今後
拡充を図る。

拡充 保育所２か所整備によ
り定員増を図るととも
に、子育て支援、統合
保育に主眼をおいて市
立保育所での実施を検
討する。
現況（Ｈ21）
　　9か所・90人
目標値（Ｈ26）
　12か所・120 人

私立９か所で実施す
る。
私立9カ所　定員90人

№2304
に含む

保育課

☆
2313

病後児保育事業 病後児保育事
業

児童が病気や怪我の回復期にあり、家庭や集団
での保育が困難な時期に専用の施設で保育・看
護する。

拡充 右岸・左岸で１か所ず
つ実施

現況（Ｈ21）
   1か所　定員2人
目標値（Ｈ26）
   2か所　定員4人

左岸地域1ヵ所で実施
する。
定員　2人

5,654

保育課

☆
2314

市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

休日保育事業 市内１か所の保育所で日曜祝日等で保育に欠け
る児童の保育を実施する。

新規 試行的に１か所での実
施を検討

現況（Ｈ21） 　－
目標値（Ｈ26）
   1か所　定員10人

1ヵ所での試行的実施
に向けて検討を行う。

0

学校教育課

3302
再掲

学校教育指導事
業

幼稚園預かり
保育(再掲)

地域の実態や保護者の要請により、教育課程に
係る教育時間終了後に希望する者を対象に実施
する。

拡充 実施について検討する
方向。

小学校の参観日に希望
する在園児を預かる
「参観日支援」は継続
して実施。教育時間終
了後の預かり保育につ
いては今後も検討す
る。

0

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 今後の展開の方向方向性事務事業名 　　　事　業　内　容№ 　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（４）　放課後児童対策の充実

　　①　待機児童の解消　②保育環境の整備　③保育内容の充実

青少年課

2401 地域児童育成会
待機児童保育助
成事業

地域児童育成
会待機児童保
育助成事業

地域児童育成会へ入所できず待機している児童
を対象に、適切な遊び及び生活の場を与え、そ
の健全な育成を図る。
○学校夏季休業期間臨時自主保育事業への助成
夏休みの期間中に待機児童の保護者が行う自主
保育事業に対し、運営費の一部を助成する。
○待機児童保育事業への助成
待機児童を対象に、年間を通じてＮＰＯ法人等
が行う学童保育事業等に対し、運営費の一部を
助成する。

拡充 地域児童育成会の入所
児童が増加し続ける中
で、待機児童も増加し
ており、これまでの事
業のみではこれ以上の
受入れは困難なため、
多様な方法により、事
業を実施する。
Ｈ１７年度(2005年
度)から実施

○待機児童の保護者の
会が夏休み期間に行う
自主保育事業に対し助
成する。
○ＮＰＯ法人長尾すぎ
の子クラブが行う学童
保育事業に対し助成す
る。
○社会福祉法人聖隷福
祉事業団が児童館で行
う学童保育事業に対し
助成する。

18,969

青少年課

☆
2402

地域児童育成会
事業

地域児童育成
会事業

下校後家庭において適切な指導を受けることが
できない小１～３年生の児童を対象に、適切な
遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図
るため、市内全小学校（２４校）に、地域児童
育成会を設置している。

拡充 定員が４０人の育成会
で待機児童がある場合
は、定員増を図る。
国の育成会規模適正化
の方針をふまえて児童
数７１人以上の育成会
を、４０人定員の育成
会2つに分割する。
現況（Ｈ２１）
　　25か所
　定員1,630人
目標値（Ｈ２６）
　　35か所
　定員1,895人

育成会数32ヶ所
定員　1,620人
すぎの子クラブ　定員
35人
児童数の増と、余裕教
室不足に伴い西山小学
校地域児童育成会室建
設する。

216,727

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 今後の展開の方向№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性事務事業名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（１）　学校教育の充実

　　①　豊かな心の育成  ②　信頼される学校づくり

学校教育課

3101 学校教育指導事
業

ＴＡＫＡＲ
Ａっ子いきい
きスクール事
業

「みんなの先生」等、地域の教育力を活かして
地域に開かれた学校園づくり、夢と希望あふれ
る特色と魅力ある学校園づくりを推進する。
Ｈ２から「開かれた特色ある学校園づくり推進
事業」として実施

継続 地域の教育力や人材を
活かした「みんなの先
生」制度を充実させ
る。

「みんなの先生」等、
地域の教育力を活かし
て地域に開かれた学校
園づくり、夢と希望あ
ふれる特色と魅力ある
学校園づくりを推進す
る。Ｈ２から「開かれ
た特色ある学校園づく
り推進事業」として実
施。

5,015

学校教育課

3102 トライやる・
ウィーク事業の
推進

トライやる・
ウィーク事業
の推進

中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社
会体験学習等に取り組む。

継続 今後も引き続き、社会
体験学習等の一層の充
実を図る。

中学校２年生全員を対
象に、１週間、地域で
社会体験学習等に取り
組む。

5,000

学校教育課

3103 学校教育指導事
業

「のびのびパ
スポート」の
作成

神戸市隣接の市町の美術館や博物館などの教育
関連施設に、無料で入館できる証明書を市内の
小・中学生に配布する。

継続 引き続き、充実し継続
する。

神戸市隣接の市町の児
童たちが、お互いの市
町の美術館や博物館な
どの教育関連施設に土
曜、日曜、祝日、夏・
冬・春休みに限って、
無料で入館できる証明
書を市内の小・中学生
に配布する。

268

学校教育課

3104 小学校体験活動
推進事業

小学校体験活
動推進事業

小学５年生を対象に、学習の場を教室から豊か
な自然の中に移しさまざまな体験活動を通して
「生きる力」を育成する。また、小学校3年生
を対象に、体験型環境学習を行い、命のつなが
りや営み・環境保全について学習する。

継続 平成２１年度から実施
今後も継続実施

小学5年生を対象に、
学習の場を教室から豊
かな自然の中に移しさ
まざまな体験活動を通
して「生きる力」を育
成する。また、小学校
3年生を対象に、体験
型環境学習を行い、命
のつながりや営み・環
境保全について学習す
る。

42,596

学校教育課

3105 学校教育指導事
業

教育姉妹校提
携

松江市との学校間交流を実施。交流を担当する
学校は２年ごとで交代。

継続 両市とも予算削減の
中、可能な範囲内で交
流。

松江市との学校間交流
を実施。交流を担当す
る学校は２年ごとに交
代。
今年度は、作品・手
紙・学校行事等の交流
を行う。

38

学校教育課

3106 特別支援教育推
進事業

特別支援教育
推進事業

なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活
動を実施する。

継続 安全に配慮しながら、
さらなる内容の充実に
努める。

なかよし運動会６／１
２　　ふれあい作品展
１／２７～２／２
さよならコンサート２
月実施予定

6,538

学校教育課

3107 特別支援教育推
進事業

特別支援教育
推進栃木県派
遣事業

特別支援学級及び特別支援学校の中学３年生を
栃木県へ派遣し、現地での乗馬体験等を通して
自立心を育てる。

継続 受益者負担も取り入れ
ながら、派遣先など内
容の充実を図り継続す
る。

８月２０日（金）～２
４日（火）実施予定。
２３名の生徒が参加予
定。

5,600

教育支援課

3108 子ども支援事業 子ども支援事
業

○子ども支援サポーター配置事業
一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがち
な児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室
登校指導員を派遣する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボ
ランティアによる人的支援を行う。
○巡回相談　学校園訪問相談事業

継続 支援の必要な児童生徒
に適切な支援を行う。

○子ども支援サポー
ター配置事業
一斉指導に馴染みにく
く、不適応をおこしが
ちな児童生徒に個別指
導できる心理相談員・
別室登校指導員を派遣
する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児
童生徒に必要に応じて
ボランティアによる人
的支援を行う。
○学校園訪問相談事業

33,688

市立病院
学事課
教育支援課

3109 宝塚市立病院
内「すみれ学
級」の設置

宝塚市立病院に入院し、長期にわたる医療、生
活規制を必要とし、担当医より学習許可された
児童、生徒について、市立病院で治療、療養を
続けながら、可能な範囲で学習を受ける。

継続 学校教育法に基づく院
内学級であり、継続す
る。

宝塚市立病院に入院
し、長期にわたる医
療、生活規制を必要と
し、担当医より学習許
可された児童、生徒に
ついて、市立病院で治
療、療養を続けなが
ら、可能な範囲で学習
を受ける。

0

学校教育課

3110 学校教育指導事
業
中学校行事振興
事業

クラブ活動振
興

・対外課外活動補助（各種大会の参加費・登録
費・施設利用費・宿泊費・交通費・物品の購入
などの補助）
・クラブ活動指導力向上研究会
・中学校部活動外部指導者活用事業委託（各校
4名外部指導者を配置する。）
・吹奏楽フレッシュコンサート（市内各校の吹
奏楽部の合同コンサート）

継続 集団の一員としての自
覚を深め、協力してよ
りよい生活を築こうと
する実践的態度を育て
るために、生徒の部活
動・課外活動等を充実
させる。

〇対外課外活動補助
（各種大会の参加費・
登録費・施設利用費・
宿泊費・交通費・物品
の購入などの補助）
〇クラブ活動指導力向
上研究会
〇中学校部活動外部指
導者活用事業委託（各
校4名外部指導者を配
置する。）
〇吹奏楽フレッシュコ
ンサート（市内各校の
吹奏楽部の合同コン
サート）

7,133

学校教育課

3111 教育国際化推進
事業

教育国際化推
進事業

日本語の不自由な児童・生徒のサポーター派遣
を実施する。

継続 日本語が不自由な外国
籍及び帰国児童・生徒
の学校生活うを支援
し、地域社会に速やか
に適応できるようにす
る。

日本語が不自由な外国
籍及び帰国児童・生徒
の学校生活を支援し、
地域社会に速やかに適
応させることを目的
に、２中６小にサポー
ターを派遣する。

2,884

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 方向性№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容事務事業名 今後の展開の方向
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（１）　学校教育の充実

　　①　豊かな心の育成  ②　信頼される学校づくり

青少年課

3112 青少年音楽活動
推進事業

少年音楽隊事
業

市立９小学校（仁川、末成、良元、光明、長
尾、小浜、宝塚、高司、売布）に吹奏楽の音楽
隊、３小学校（仁川、良元、長尾）と同３小学
校卒業した中学生でバトン隊を組織し、「音楽
のある街宝塚」にふさわしい青少年の育成事業
として実施。音楽等を通じて青少年の情操を深
めるとともに、異年齢の仲間づくりを行う。

継続 市が指導者を配置し、
直接実施している事業
であるが、今後は、保
護者とも連携し、事業
の充実を図る。

引き続き「宝塚市都市
経営改革行動計画に基
づく財政健全化に向け
ての取り組み」におけ
る事務事業見直しに基
づきく事業費の削減を
行うが、保護者の協力
による自主練習等の実
施による事業の充実を
図る。

7,606

学校教育課
青少年セン
ター

3113 学校教育指導事
業啓発事業

生徒指導の強
化充実

・宝塚市公立学校生徒指導連絡協議会を中心と
して、効果的な指導を研究し、共通理解を図
る。
・生徒指導調査研究の委託費の助成をする。

継続 協力・協働の指導体制
の確立、幼・小・中の
連携、児童生徒の内面
理解と地域・関係機関
との連携、いじめ・不
登校に対する指導の充
実を図る。

・宝塚市公立学校生徒
指導連絡協議会を中心
として、効果的な指導
を研究し、共通理解を
図る。
・青少年の非行防止、
健全育成に関して、各
種啓発活動を実施す
る。

661

社会福祉協
議会

3114 宝塚市福祉教
育推進事業

市内の公私立学校の児童（小・中・高校）が、
日常身近な福祉活動を体験し理解する。誰もが
共生できる地域社会の実現をめざす。

継続 現況(H21)
　小学校23校、中学校
5校、高校4校、特別支
援学校1校
目標値(H26)
全校で実施

（公立）小学校24校、
中学校12校、高校4
校、養護学校１校（私
立）小学校３校、中学
校２校、高校２校

1,070

環境政策課

3115 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

小学校におけ
る環境学習支
援事業

小学校を対象とした、地球温暖化防止に関し
て、原因や現状を理解させ、気づかせるための
学習プログラムの作成、および小学校における
環境学習の実施を支援する。

継続 平成１９年度(2007年
度)に試行後、平成２０
年度(2008年度)から
実施

市立小学校４校で実施
予定

520

社会教育課

3116 市実行委員会に
対する県委託事
業

学校支援地域
本部事業

地域の教育力を子どもたちのために活かすこと
で学校を支援する事業です。（国補助金を原資
に県教育委員会と市実行委員会との委託契約）

継続 ボランティアの養成。
学校の需要調査に応じ
たボランティアを組織
化し地域の力を活かし
ていく。

継続実施。
地域住民による学校支
援の定着を目指す。市
実行委員会に対する県
委託事業は今年度を
もって終了。

0

学校教育課

3117 学校図書館教育
推進事業

学校図書館教
育推進事業

小中学校に図書館司書を配置し、市教育委員会
や学校と連携しながら、児童生徒の読書活動の
サポートや学校図書館の環境整備、図書ボラン
ティアの育成等、専門的知識を生かした活動を
行うことで、児童生徒の読書活動を推進する。

拡充 平成２１年度(2009年
度)から実施
平成２２年度(2010年
度)より、全校配置

小中学校に図書館司書
を配置し、市教育委員
会や学校と連携しなが
ら、児童生徒の読書活
動のサポートや学校図
書館の環境整備、図書
ボランティアの育成
等、専門的知識を生か
した活動を行うこと
で、児童生徒の読書活
動を推進する。

17,280

学校教育課

3118 学校教育指導事
業

学校評議員制
度

学校園運営に関して校園長が地域住民等に意見
を求め、より開かれた学校園となるよう市立全
幼・小・中・特別支援学校に、学校評議員を置
く。

継続 平成17年度(2005年
度)より、市立全学校園
において実施する。

学校園運営に関して校
園長が地域住民等に意
見を求め、より開かれ
た学校園となるよう市
立全幼・小・中・特別
支援学校に、学校評議
員を置く。

0

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

№ 事務事業名 　事　業　名課名 方向性 今後の展開の方向　　　事　業　内　容
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（２）　社会教育の推進

社会教育課

3201 社会教育総務事
業

市ＰＴＡ協議
会活動支援

ＰＴＡ活動の健全な発展を図り、家庭、学校、
地域における教育の振興と児童、生徒、園児の
福祉の増進を図る。健全な発展を図り、家庭、
学校、地域における教育の振興と児童、生徒、
園児の福祉の増進を図るために、各単位ＰＴＡ
研修活動の支援を行う。

継続 ＰＴＡ協議会の自主性
を尊重しながら活動を
支援する。

継続実施。
各単位PTA研修活動に
おける講師謝礼の支払
によりPTA活動の支援
を行う。

220

教育研究課

3202 視聴覚センター
事業

視聴覚セン
ター事業

子ども会、ＰＴＡ、地域子育てグループ等への
活動の充実を支援するための視聴覚教材の整備

継続 ニーズに応じた視聴覚
教材の充実に努める。

学校教育、社会教育に
活用できる視聴覚教材
の整備に努める。

487

スポーツ振
興課

3203 社会体育振興事
業

社会体育振興
事業

スポーツ振興審議会の開催、体育指導委員の活
動の支援・研修の実施、スポーツリーダーの養
成、、松江市との少年スポーツ交歓会及び生涯
スポーツ交歓会の実施、市民スポーツ大会・市
民スポーツ教室の開催、体育協会への補助金交
付事業等スポーツ振興施策を推進する。

継続 事業の内容を見直しつ
つ、継続実施

左記事業内容にて実施
する。

11,386

スポーツ振
興課

3204 地域スポーツ活
動支援事業

スポーツクラ
ブ２１ひょう
ご事業

子どもから高齢者までの世代が地域の小学校等
の体育館や運動場でいろいろなスポーツを行う
ことにより、健康の維持とともに地域のコミュ
ニケーションを図っていく。

継続 平成１７年度(2005年
度)中に全小学校区にス
ポーツクラブが設立。
クラブの自立に向け支
援していく。

左記事業内容にて実施
する。

25

スポーツ振
興課

3205 社会体育振興事
業

体育の日事業 体育の日に総合体育館にてスポーツクラブ２１
交流大会、ニュースポーツ体験、体力測定等の
催しを行う。その他のスポーツセンター内の施
設の無料開放も行う。

継続 事業の内容を見直しつ
つ、継続実施

左記事業内容にて実施
する。

300

スポーツ振
興課

3206 ハーフマラソン
実施事業

ハーフマラソ
ン実施事業

社会体育の振興を図るため、宝塚・西宮の両市
域の武庫川河川敷をコースとして、ハーフマラ
ソンを実施する。

継続 今後も継続して事業を
行う。

左記事業内容にて実施
する。

8,000

公民館

3207 公民館講座事業 サマースクー
ル

公民館グループが日頃の活動で培われた知識・
技能を社会還元すると共に、学校外活動を促進
するために小・中学生を対象にした講座を夏休
みの期間中に開催する。

継続 現況（Ｈ21）
中央公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 170名
東公民館　6ｸﾞﾙｰﾌﾟ
137名
西公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ
103名　受講
7/21～24実施

継続実施
7/26～29に開催予
定。

205

中央図書館
西図書館

3208 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

子どもの読書
活動推進計画
実施計画

子どもの読書活動推進に向けた環境の整備計画
を策定し、平成２０年度(2008年度)～２２年
度(2010年度)を前期、平成２３年度(2011年
度)～平成２４年度(2012年度)を後期とし、具
体的な事業を実施中

継続 関係各課と連携を取り
ながら、具体的な施策
の展開を図る。

継続実施。
よみきかせボランティ
ア養成講座（中央図書
館）、ストーリーテリ
ングボランティア養成
講座・ストーリーテリ
ングレベルアップ実践
講座（西図書館）を開
催する。

422

中央図書館
西図書館

3209 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

図書館運営事
業

・児童室・コーナーの運営
・ティーンズコーナーの運営（中央図書館の
み）
・児童書の展示
・視聴覚室・コーナーの運営
・児童向け図書館だよりの発行
・集会事業の運営
　ストーリーテリング（おはなし会）・おたの
しみ会・かみしばい・てづくりの時間等の児童
向け集会行事、えほんであそぼ・小さい子むけ
おたのしみ会等の乳幼児とその親を対象とした
集会活動を実施する。

継続 今後も継続して事業を
行う。

継続実施。
児童書の充実や団体貸
出の充実を図る。

10,920

観光文化課

3210 国際交流事業 松本・土井ア
イリン海外留
学助成金

原則として市内に３年以上居住する２６歳未満
の市民を対象として、海外に留学する青少年に
対し要する経費の一部として、６００千円を助
成する。

継続 留学修了者による報告
会の開催、市広報やマ
スコミを通じて広く市
民へ周知を図り、応募
者の増加を図る。

原則として市内に３年
以上居住する２６歳未
満の市民を対象とし
て、海外に留学する青
少年に対し要する経費
の一部として、６００
千円を助成する。

8,400

社会教育課

3211 ２０歳のつどい
事業

２０歳のつど
い

新成人を祝し、また自ら社会人としての責任や
義務を自覚させるため、つどいを開催する。

継続 今後も引き続き、成人
式運営委員会による企
画・運営で実施してい
く。

継続実施。
１月１０日成人の日に
実施予定

3,643

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

今後の展開の方向課名 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性№
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（３）　幼児教育の充実

保育課

市立保育所保育
実施事業

幼稚園、保育
所と小学校の
連携

幼稚園と保育所、小学校の職員が子どもの健や
かな成長を目指し、指導等のことについて、定
期的に連絡会や共同研修等を実施する。

継続 連携についての必要性
を認識し、毎年、計画
的に交流や研修を進め
ている。

実践を通じて交流を図
り、相互理解を深めて
いく。また、幼・小と
の連携を深め就学前の
取組み等実態から学ぶ
機会とする。

№2303
に含む

学校教育課

学校教育指導事
業

幼稚園と保育所、小学
校の職員が子どもの健
やかな成長を目指し、
指導等のことについ
て、定期的に連絡会や
共同研修等を実施す
る。

0

学校教育課

3302 学校教育指導事
業

幼稚園預かり
保育

地域の実態や保護者の要請により、教育課程に
係る教育時間終了後に希望する者を対象に実施
する。

拡充 実施について検討する
方向。

小学校の参観日に希望
する在園児を預かる
「参観日支援」は継続
して実施。教育時間終
了後の預かり保育につ
いては今後も検討す
る。

0

教育支援課

3303 子ども支援事業 幼稚園巡回カ
ウンセリング
事業

幼児の発達・心理等の様々な問題や悩みを抱え
る保護者及び教職員の相談に応じる。

継続 今後も継続実施 今年度も各園年間９回
実施

1,296

（４）　男女平等教育の推進

人権男女共
同参画課

3401 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

男女共同参画
センターの運
営

男女共同参画の促進を図るための拠点として、
男女共同参画の推進に関する情報の収集・提供
事業、啓発事業、相談事業、グループの育成・
連携などの事業を展開する。
平成19年度(2007年度)から指定管理制度導入

継続 設置目的に沿った内容
での継続した運営を図
るとともに、市民活動
との連携による男女共
同参画社会づくりを志
向する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

49,123

保育課

市立保育所保育
実施事業

全教育活動の
見直し

性的な固定観念で、個性を束縛していないか
を、全教育活動の中で見直すため、校長会や教
職員の研修を進める。保育所では、生活と遊び
を主体とした保育を実践する中で、性的な固定
観念で個性を束縛することのないよう配慮す
る。

継続 平成１７(2005)～１
８(2006年度)年度に
男女共生教育教職員資
料「自分らしく生き
る」を改訂し、その活
用を図る。

一人一人の子どもの人
権を大切にする保育を
進める。また、職員の
気づきや思いを把握
し、研修テーマに取り
入れて、保育所全職員
を対象に人権研修を実
施していく。

№2303
に含む

学校教育課

人権教育文化事
業

性的な固定観念で、個
性を束縛していないか
を全教育活動の中で見
直すため、校長会や教
職員の研修を進める。

4,649

学校教育課
教育研究課

3403 人権教育文化事
業

教材・資料の
収集と活用、
教育内容の充
実

男女平等教育に適した教材・教具・資料の収
集・提供を行い、教材解釈を深める等、教材研
究を推進する。（教育研究課が主所管課）

継続 教育図書や視聴覚教材
等の充実に努め、各学
校園における研究支援
を行う。

〇男女平等教育に適し
た教材・教具・資料の
収集・提供を行い、教
材解釈を深める等、教
材研究を推進する。
〇各学校園での取り組
みを進めていく。

№3402
に含む

教育研究課
学校教育課

3404 人権教育文化事
業

教職員に対す
る研修の充実

教職員等に対しての、男女平等に関する研修を
実施する。

継続 現職研修会の中で他の
研修課題と調整の上実
施していく。

〇教職員等に対して
の、男女平等に関する
研修を実施する。
〇各学校園での取り組
みを進めていく。

№3402
に含む

中央公民館

5102
再掲

公民館講座事業 親育ち講座(再
掲)

○家庭教育講座
子どもを対等な人格として認めながら、自立を
目指した家庭教育が実現することを目指し、男
女が共に学習する講座を実施する。

継続 〇子育て、家庭教育の
大切さについての学習
機会を関係各課と連携
しながら提供する。
テーマや対象年齢を社
会状況等に応じて設定
し実施。
〇講座終了後も引き続
き学習ができるように
支援する。

学校や他の教育機関と
連携しながら社会状況
に応じたテーマ・内容
で講座等を実施予定。

465

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

3301

3402

事務事業名 今後の展開の方向方向性

　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向課名 事務事業名№

課名 　　　事　業　内　容№ 　事　業　名

　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（５）　子どもの人権擁護の推進

　　① いじめ・不登校などへの対応　 ② 子どもの健全育成の実施

教育支援課

3501 教育相談事業 不登校対策事
業

○訪問指導員の活動、訪問ボランティア「Palふ
れんど」派遣
訪問指導員が長欠児童生徒を訪問指導する。ま
た児童生徒と年齢の近いPalふれんどが、家庭訪
問する。
○適応指導教室運営
不登校問題の解消に向けて、適応指導教室の運
営を行い、集団復帰のための支援を行う。

継続 今後も継続実施 ○訪問指導員による家
庭訪問・学校訪問
○Ｐａｌふれんどによ
る家庭訪問
○適応教室での学習・
活動体験

6,788

教育支援課

3108
再掲

子ども支援事業 子ども支援事
業(再掲)

○子ども支援サポーター配置事業
一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがち
な児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室
登校指導員を派遣する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボ
ランティアによる人的支援を行う。
○巡回相談　学校園訪問相談事業

継続 支援の必要な児童生徒
に適切な支援を行う。

○子ども支援サポー
ター配置事業
一斉指導に馴染みにく
く、不適応をおこしが
ちな児童生徒に個別指
導できる心理相談員・
別室登校指導員を派遣
する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児
童生徒に必要に応じて
ボランティアによる人
的支援を行う。
○学校園訪問相談事業

33,688

青少年セン
ター

3502 青少年相談事業 定例ケース会
議

問題を持つ児童・生徒、保護者の個別ケースに
ついて教育・福祉が中心になり、毎月定期的に
問題解決に向けて検討を行う（必要に応じて学
校・こどもセンター・警察・保健所・家庭児童
相談室等の出席を要請する）。スクールソー
シャルワーカーが入り助言する。

継続 現況（Ｈ21）
　　毎月１回実施
目標値（Ｈ26）
　　毎月１回実施
個別ケース会議の充実

毎月１回の定例ケース
会議を実施し、取り組
みを図る。

0

青少年セン
ター

3503 青少年相談事業 面接相談 青少年に対する指導、学校関係者、保護者との
面談を行い、適切な助言活動を行う。

継続 現況(H21.12月末)
   114件
今後も継続実施

本年度においても、各
関係者に面談を実施し
ていく。

0

青少年セン
ター

3504 青少年相談事業 電話相談 児童・生徒及び青少年を持つ親の悩みやその周
辺の問題について相談に応じ、適切な指導を行
い、問題解決を図る。

継続 現況(21年12月末)
   410件
今後も継続実施

電話相談活動を実施、
相談事業に取り組む。

850

青少年セン
ター

3505 青少年相談事業 継続指導 問題を持つ児童・生徒若しくはその保護者を青
少年センターに通わせ、カウンセリングや生活
指導等を行いながら矯正を図る。

継続 年間数件程度実施 問題行動をおこす児
童・生徒に指導を継続
して実施する。

0

青少年セン
ター

3506 団体の育成・連
携

無職少年進路
指導研究調査
委託

宝塚市中学校追指導連絡協議会に対し、市内中
学校卒業生の高校中退、離職の実態調査並びに
無職少年に対する適切な進路指導について研究
調査を委託し、無職少年の非行防止施策の資料
とする。

継続 現況（Ｈ21）
　年 ４回の連絡協議会
を実施。
　訪問による追跡調査
　郵送による追跡調査
目標値（Ｈ26）
その年度の実態に応じ
て追跡調査を行う。

本年度においても、追
指導を実施し、実態の
調査を推進する。

5

学校教育課

3507 青少年育成事業 「いじめ問題
解決に向け
てー参考資
料ー」策定事
業

いじめをなくすために、「いじめ問題対策マ
ニュアル」を作成・活用を図る。

継続 いじめに対する児童生
徒への認識を高めると
ともに、教職員の意識
を高め､予防に努める。

いじめをなくすために
「いじめ問題対策マ
ニュアル」の活用を図
る。

0

教育支援課

3508 子ども支援事業 スクールカウ
ンセラー配置
事業

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成１７年度(2005年度)までに全中学校
にスクールカウンセラーを配置。小学校には、
平成２０年度(2008年度)に３校、平成２１年
度(2009年度)に４校配置。

拡充 全小中学校にスクール
カウンセラーを配置す
る。
現況（Ｈ21）１６校
目標値（Ｈ26）３６校

全１２中学校、４小学
校にスクールカウンセ
ラーを配置する。

国・県の事業

学校教育課
教育支援課

3509 学校教育指導事
業

教諭への研修
実施(教育相談
事業)

子どもたちの心の変化や身体に表れる兆しを早
い段階で発見し、的確に対応するために、担任
の教諭の理解を進める必要があるので、研修を
実施する。（教育支援課が主管課）

継続 現況（Ｈ21）
学校カウンセリング講
座1回。
今後も継続実施

〇子どもたちの心の変
化や身体に表れる兆し
を早期発見し、的確に
対応するため担任教諭
の理解を進める必要が
あるため、研修を実施
する。
〇平成２２年８月６日
１４：００開催

25

教育支援課

3510 教育相談事業 教育相談 子どもの教育の諸問題（発達適応等）につい
て、本人や保護者の相談等に応じ、また、継続
的なカウンセリング等の治療指導で問題の解決
を図るとともに、家庭教育機能の向上に寄与す
る。

継続 現況（Ｈ21）
指導主事：2名、非常
勤嘱託：7名、その他
相談員：延べ12名
/W。相談件数（面接
339 件、電話181
件、10月15日現
在）。
今後も継続実施

指導主事：2名、非常
勤嘱託：7名、その他
相談員：延べ12名
/W。
今後も継続実施

15,418

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 事務事業名 今後の展開の方向　　　事　業　内　容 方向性№ 　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（５）　子どもの人権擁護の推進

　　① いじめ・不登校などへの対応　 ② 子どもの健全育成の実施

青少年課

3511 ふるさと雇用再
生事業

思春期ひろば 思春期に差し掛かり、不登校やひきこもりに悩
む子どもとその保護者が、住み慣れたまちで安
心して大人へと成長できる環境を、学校や学校
外の多様な地域社会資源を活用した取組みを行
う。

継続 平成２１年度(2009年
度)から宝塚市社会福祉
協議会に事業を委託し
実施

昨年度に引き続き、啓
発セミナーの開催及び
市内数箇所にひろばを
開設し、家族を含め当
事者の居場所をつくる
と同時に当時者の状況
を把握し、関係機関と
連携しながら課題解決
に取り組む。

5,124

青少年セン
ター

3512 青少年補導事業 青少年補導事
業

青少年の健全な育成を目指し非行に走らないよ
う問題行動の早期発見、早期指導を推進するた
めに一般補導、特別補導、夜間特別補導を実施
するとともに再非行防止を図るため、関係機関
と連携を図りながら事後補導、継続補導を行
う。

継続 現況（Ｈ21）
夜間特別補導は夏期４
回・冬季は１回実施。
一般補導は可能な範囲
で毎日実施。
目標値（Ｈ26）
関係機関や関係団体等
と連携を図りながら実
施

夜間特別活動等の補導
活動を実施していく。

90

青少年セン
ター

3513 啓発事業 非行防止啓発
活動

啓発紙等の発行、広報活動等あらゆる機会を通
して青少年の非行防止に対する理解と自覚を促
す。

継続 現況（Ｈ21）
〇市内３か所に横断
幕、  ６７か所に懸垂
幕、幟旗を総合セン
ター周辺に設置
〇「わかば」を毎月１
回発行
目標値（Ｈ26）
〇市内３か所に横断
幕、　６７か所に懸垂
幕設置
〇「わかば」毎月１回
発行

懸垂幕や横断幕の掲示
を市内各所でおこな
い、非行防止に努め
る。

34

青少年セン
ター

3514 啓発事業 各種非行防止
研修会、連絡
会の開催

学校、ＰＴＡ、警察、補導委員等からなる非行
防止研修会や青少年育成関係者交流会、市内
小・中学校生徒指導連絡会、中・高連絡会、学
校安全対策委員会、補導委員連絡会等の開催や
出席により関係諸団体、関係機関との連携を深
める。

継続 開催される全ての研修
会へ可能な限り参加し
て、関係機関等との連
携を更に、深める。

各学校の生徒指導連絡
会や非行防止研修会と
情報共有を行い、連携
を推進する。

0

青少年課

3515 青少年育成事業 青少年育成市
民会議の活動
推進

地域が主体的に青少年の育成に取り組む組織と
して各中学校区に設置する青少年育成市民会議
に委託し、青少年や親子を対象とした、イベン
トや青少年育成に関する情報交換、啓発活動等
を行う。

継続 住民による地域での主
体的な活動としての定
着を図る。

各中学校区毎の青少年
健全育成組織として、
地域社会の情報交換、
啓発、交流活動等を行
い、子どもたちには
様々な体験活動を展開
しながら地域社会で青
少年を育む一翼を担う
事業を委託する。

3,044

学校教育課 3516 学校教育指導事
業

児童の権利に
関する学習

子どもの権利条約についてのリーフレットを作
成し、中学校１年生に配布

継続 子どもの権利条約につ
いてのリーフレットを
中学生に配布し啓発を
図る。

今年度も子どもの権利
条約についてのリーフ
レットを作成し、中学
校１年生に配布を予
定。

70

子ども政策
課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

子ども条例のパンフレットを作成し、小学４年
生以上の子どもに学校を通じて配付。
また、子ども議会やミニたからづか等事業を通
じて啓発する。

継続 継続実施 子ども条例を啓発する
ため子ども条例のパン
フレットを学校を通じ
て私立小・中・高校生
及び公立の小学４年
生、中学１年生に配布
する。
また、子ども議会など
でも子どもの権利につ
いて啓発する。

368

子ども家庭
支援セン
ター

家庭教育推進事
業

家庭教育学級を中心に子どもの人権に関する学
習機会の提供を図る。

継続 継続実施 公立幼稚園の家庭教育
学級で人権学習の機会
を１回以上実施する。

315

人権男女共
同参画課

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

平成１９年度(2007年度)指定管理者制度導入
により、子どもを一人の人間として尊重する事
業として、子どものエンパワメント講座を実施
する。

継続 親子育セミナーの中で
実施する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

子ども家庭支援
センター事業

継続 きらきら通信等情報紙
に掲載

子育て情報誌等で、子
どもの思いを汲み取る
情報を掲載する。

№1101
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

継続 人権文化センターだよ
りおよび文化祭での展
示等で子どもの「つぶ
やき」を広く伝える。

№2303
に含む

人権文化セ
ンター

人権文化セン
ター管理運営事
業

継続実施
①くらんど 16400部
②まいたに 12800部
③ひらい　8000部

①391
②269
③194
計854

学校教育課 学校教育指導事
業

継続 広報紙を通じて幼稚園
からの情報の発信を継
続する。

広報紙を通じて幼稚園
からの情報の発信を継
続する。

0

ことばによって意思を正確に伝えられない乳幼
児の思いをくみとり、子どもの「つぶやき」を
保育所、幼稚園、家庭等でひろいあげ、広報紙
や情報誌等を利用して広く伝える。

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

今後の展開の方向№課名 　　　事　業　内　容 方向性

乳幼児の思い
をくみとる取
り組みの推進

3517

事務事業名 　事　業　名

人権文化センターだよ
りおよび文化祭での展
示等で子どもの「つぶ
やき」を広く伝える。

20



第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（５）　子どもの人権擁護の推進

　　① いじめ・不登校などへの対応　 ② 子どもの健全育成の実施

子ども家庭
支援セン
ター

児童虐待防止推
進事業

関係職員の意
識啓発

教員や保育士等子どもに専門職としてかかわる
職員の意識啓発のため、カウンセリング研修等
研修を充実する。

継続 子育て支援者研修の実
施（年１回）

引き続き、各関係機関
の子育て支援担当者の
意識啓発及びスキル
アップに繋がるよう研
修を実施する。

№1333
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

継続 人権保育を推進するた
め、他の研修と併せて
研修の充実を図る。

発達を中心とした研修
を充実させ、一人一人
を大切にする人権保育
の推進につなげる。

№2303
に含む

学校教育課 学校教育指導事
業

継続 ･関係啓発資料の提供を
行う中で、各学校園へ
の啓発指導を行う。ま
た、現職研修会の中
で、他の研修課題と調
整の上実施していく。

教員や保育士等子ども
に専門職としてかかわ
る職員の意識啓発のた
め、カウンセリング研
修等の研修の充実を図
る。

0

子ども政策
課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

権利擁護のた
めの研究

子どもの権利が確実に守られるために、関係者
による権利擁護のあり方について検討する。

継続 関係各課で継続して検
討していく。

引き続き、子どもの権
利擁護について検討し
ていく。

0

学校教育課

学校教育指導事
業

子どもの権利が確実に
守られるために、関係
者による権利擁護のあ
り方について検討す
る。

70

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

3519

　事　業　名課名

3518

　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向№ 事務事業名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

（１）　子育てを支援する生活環境の整備

　　①　子育て世代が住みやすい住宅・住環境づくり  ②　子育てバリアフリー環境の整備

住まい政策
課

4101 市営住宅管理事
業

市営住宅管理
事業

子育て世代に対する住宅確保の支援
（市営住宅における２０才未満の子を扶養する
母子（父子）世帯の優先募集）

継続 空家募集においては、
可能なかぎり、母子世
帯等優先枠を設定して
いく。

継続して優先枠を設定
していく

0

いきがい福
祉課

4102 福祉総務事業 公共施設の乳
幼児対応の促
進

公共施設を新築及び改築する際、授乳やおむつ
交換のためのコーナーの設置、トイレの幼児イ
ス設備等の整備について、指導、要請する。

継続 兵庫県福祉のまちづく
り条例に基づく届け出
の際に指導・要請を
行っており、今後も安
心して外出できるまち
づくりに取り組む。

継続して実施する。 0

いきがい福
祉課

4103 福祉総務事業 民間施設の乳
幼児対応の誘
導

百貨店やスーパーマーケット等民間施設を新築
及び改築する際、授乳やおむつ交換のための
コーナーの設置、トイレの幼児イス設備等の整
備について、指導、要請する。

継続 兵庫県福祉のまちづく
り条例に基づく届け出
の際に指導・要請を
行っており、今後も安
心して外出できるまち
づくりに取り組む。

継続して実施する。 0

いきがい福
祉課
関係各課

4104 福祉総務事業 まちのバリア
フリー化の推
進

県福祉のまちづくり条例等による施設、道路、
公園等のバリアフリー化を推進する。

継続 高齢者や障がい者等全
ての人が社会参加でき
るよう、県福祉のまち
づくり条例等によるバ
リアフリー化に取り組
む。

継続して実施する。 0

子ども家庭
支援セン
ター

4105 子ども家庭支援
センター事業

赤ちゃんの駅
設置、啓発

・乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる
ように、市内の公共施設や店舗等で、授乳やお
むつ替えのできる場所を設置し、シンボルの旗
やステッカーを掲示した施設の整備や啓発。
・平成22年度(2010年度)、公共施設、民間施
設併せて60箇所設置。以降、随時設置に取り組
む。子育て情報誌「たからばこ」、お出かけ
マップ、ホームページ、その他の情報誌等に掲
載し、普及、啓発に努める。

新規 Ｈ21年度(2009年度)
「-」
Ｈ22年度(2010年度)
  60施設
Ｈ26年度(2014年度)
  80施設を目標とす
る。

４月現在、６３か所設
置(公共施設５２か所、
民間施設１１か所)
全市域に赤ちゃんの駅
が設置できるよう啓発
に努めるとともに、赤
ちゃんの駅の利用状況
を把握する。

No1101
に含む

管財課

4106 財産管理事業 市庁舎管理事
業

市庁舎内設備のバリアフリー化の一環として、
乳幼児とともに来庁される市民の利便性向上を
図るため、平成１７年度(2005年度)に授乳室
の設置。

継続 維持に努める。 維持に努める。 0

管財課

財産管理事業 市庁舎管理事
業

市庁舎内設備のバリアフリー化の一環として、
来庁される妊婦の方などの利便性向上を図るた
め、「思いやり駐車スペース」（妊娠している
方や介護を必要とする方などの優先駐車区画）
の設置。

継続 維持に努める。 維持に努める。 0

子ども政策
課

4107 児童福祉総務事
業

庁舎内子ども
スペース設置
事業

子育て中の保護者が各種申請、申込み、相談の
ため子どもづれで来庁しやすいように、庁舎内
に子ども用サークル、授乳室を設置する。

新規 平成２２年度(2010年
度)中に整備する。

子どもスペースについ
ては、5月に保育課と
子育て支援課の前に設
置する。授乳室につい
ては設置場所を検討の
上、整備する。

1,646

道路建設課

4108 ノンステップバ
ス購入助成事業

公共交通機関
の整備補助事
業

乳幼児をつれての外出が容易になるよう公共交
通機関のバリアフリー化整備を推進するため、
鉄道及びバス事業者に対し、国・県と協調して
事業費の一部を助成する。
・鉄道駅舎エレベーター等の設置
・超低床ノンステップバスの導入

継続 鉄道駅舎エレベーター
等の設置
現況（Ｈ21) 整備済
12駅（阪急10駅・Ｊ
Ｒ 2駅）
   Ｈ17阪急清荒神駅の
スロープ化
鉄道駅舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の設
置に係る助成制度は、
平成22年度(2010年
度)で終了
　
超低床ノンステップバ
スの導入
現況（Ｈ21）
  阪急バス     　  55%
  阪急田園バス 100%

超低床ノンステップバ
スの導入
阪急バス　1台

1,000

課名 平成２２年度事業計画№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性事務事業名
平成２２年度

予算額
（千円）

今後の展開の方向
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

（２）　子どもの安全・安心の確保

交通安全課

4201 交通安全対策事
業

街頭交通指導
員委託

登校時の児童の交通事故防止を図るため、街頭
交通指導を委託する。
また、街頭交通指導講習会を開催する。

継続 市内全校と委託契約締
結を目指す。
現況（Ｈ21）
　２４校と契約
現状維持

市内公立小学校23校
（1校除く）の約200
箇所を無償委託契約。

0

交通安全課

4202 交通安全対策事
業

幼児交通安全
クラブ

年間のカリキュラムに基づき幼児期における交
通ルールを学び交通安全意識を親子で高める。

継続 クラブ事業の推進を図
る。
現況（Ｈ21） ７クラ
ブ
一部自治会単位のクラ
ブを幼稚園単位クラブ
に合併。

一部自治会単位のクラ
ブをサークル化し自治
会員以外も対象に拡
大。児童館単位クラブ
を増やす。
開講式、定例会、クリ
スマス会、修了式等を
実施。

75

交通安全課

4203 交通安全対策事
業

交通安全キャ
ラバン

市内の公私立幼稚園を巡回し、母と子の交通安
全教室を実施する

継続 現況   （Ｈ21） 13回
目標値（Ｈ26） 15回

市内幼稚園を対象に交
通安全教室を開催す
る。（うさちゃんクラ
ブがある園を除く）

50

交通安全課

4204 交通安全対策事
業

交通安全宅配
便

市内の子ども会、子育てサークル、児童館等へ
出向き、交通安全指導を行う。

継続 現況   （Ｈ21） 3回
目標値（Ｈ26） 5回

高齢者をはじめとした
地域住民を対象に交通
教室を実施する。

50

交通安全課

4205 交通安全対策事
業

自転車教室及
び自転車競技
大会

学校や地域での自転車教室の開催
小学生・高齢者自転車競技大会の開催

継続 平成１８年度(2006年
度)から実施。
自転車教室開催数を増
やす。
自転車競技大会での成
績向上。
自転車の交通事故防止

４月2日に市の自転車
競技大会を実施。優勝
チームは県大会に出場
する。
小学校や地域での自転
車教室を実施する。

30

安全安心課

4206 宝塚防犯協会
補助金

宝塚防犯協会
補助

宝塚防犯協会の事業の一つとして、青少年の非
行防止や、子どもを犯罪、事故から守るための
活動に対し補助を行う。

継続 子どもを犯罪、事故等
から守るためには、当
該団体の存在意義はよ
り大きくなるので、今
後も活動に対して補助
を行う。

住みよい街づくりの推
進のため、防犯意識の
普及活動及び少年非行
の防止活動等を行う。
これに対する事業補助
金を交付する。

1,085

安全安心課

4207 防犯事業 安心メール配
信システム
「ひょうご防
災ネット」

自主的に登録された市民各自の携帯電話等に対
して、警察からの不審者情報など、子どもの
「安全と安心」に関する緊急情報や、災害時の
災害情報を、メール機能を活用し迅速に配信す
る。

継続 利用者の拡大と有効な
情報配信

利用者の拡大と有効な
情報配信
※経費はシステム使用
料

1,260

安全安心課

4208 防犯事業 アトム防犯パ
トロール活動
支援

地域防犯活動の一環として、自治会等の市民で
構成する団体を主体としたパトロール活動を実
施・支援することで、子どもを見守る地域づく
りを行う。

継続 子どもを見守る安全・
安心なまちづくりを推
進するため、地域防犯
パトロール活動を支援
していく。

防犯グループ立ち上げ
支援及び育成
　たすき５００本作成

499

安全安心課

4209 防犯事業 宝塚市アトム
１１０番連絡
車

市公用車及び市内の公共的団体が使用する車両
をアトム１１０番連絡車として指定することに
より、子どもを犯罪、事故から守るための活動
の一環とする。

継続 子どもたちを迷惑行
為、痴漢行為等の犯罪
行為や様々な危険から
守るため、今後も日常
業務の中での見守りを
実施する。

既存のアトム１１０番
連絡車での活動充実
今後のアトム１１０番
連絡車拡大検討

0

青少年セン
ター

4210 啓発事業 宝塚市アトム
１１０番連絡
所

子どもを守る駆け込み所として市内約2,200軒
の民家や商店等に依頼して「宝塚アトム１１０
番連絡所」のステッカーを掲示する。

継続 現況（Ｈ21）
　　　　2,171 件
目標値（Ｈ26）
　　　　2,300件

既設連絡所へ更なる啓
発を行い、新規連絡所
の設置に取り組む。

50

学校教育課

学校教育指導事
業

○防犯ブザーの貸与
市立小学生及び養護学校小学部の新入生児童を
対象に下校時等の安全の確保のために防犯ブ
ザーを無償貸与。
市立幼稚園に園児数配置し、貸与している。

継続 毎年無償貸与を行う。 ○防犯ブザーの貸与
市立小学生及び養護学
校小学部の新入生児童
を対象に下校時等の安
全の確保のために防犯
ブザーを無償貸与。
市立幼稚園に園児数配
置し、貸与している。

818

学校教育課

○防犯講習会
幼稚園では、警察の指導のもと実技訓練を実施
している。
小・中学校では地域や関係機関と協力して実施

○防犯講習会
幼稚園では、警察の指
導のもと実技訓練を実
施している。
小・中学校では地域や
関係機関と協力して実
施

0

保育課
関係課

市立保育所保育
実施事業

○防犯講習会
児童館、療育センター等の職員に対し、年３～
４回警察の指導のもと実技訓練を実施
（児童福祉施設は、保育課が主所管課）

児童福祉施設に勤務す
る職員を対象とした不
審者進入等への対応に
ついての講習会を警察
の協力を得て２回実施
する。

№2303
に含む

西消防署
東消防署

4212 応急手当普及
講習会

応急手当の基礎知識を普及、啓発するため、市
民を対象に講習会を開催する。

継続 今後も継続して実施 継続実施。さらにＡＥ
Ｄ講習を創設し年４回
の実施を予定。その中
で子供に対する応急手
当を取り入れる。

533

課名 平成２２年度事業計画

4211 防犯体制の整
備

教職員等の子どもの安
全確保に対する意識の
高揚を図るとともに、
各学校園等の安全対策
体制や訓練等の充実に
努める。

今後の展開の方向№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性事務事業名
平成２２年度

予算額
（千円）

　　①　子どもの交通安全を確保するための活動の推進  ②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進　③　有害環境から子どもを守る活動の推進　④　被
害にあった子どもの支援の推進
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

（２）　子どもの安全・安心の確保

青少年セン
ター

4213 環境浄化事業 危険箇所点検 子どもの遊び場やため池等の危険箇所を関係機
関と連携して点検し、見つかれば注意を呼びか
けるとともにその補修を管理者に依頼する。

継続 水難事故防止のための
ため池点検は、市農政
課・宝塚警察と連携し
て毎年実施。公園等に
関しては死角による痴
漢行為等の予防のため
日常のパトロール時の
注意と共に地域の補導
委員からも常に情報を
受けている。

宝塚警察と連携を行
い、市内各所の危険箇
所点検を実施してい
く。

0

人権男女共
同参画課

3516
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

児童の権利に
関する学習
（再掲）

平成１９年度(2007年度)指定管理者制度導入
により、子どもを一人の人間として尊重する事
業として、子どものエンパワメント講座を実施
する。

継続 親子育セミナーの中で
実施する。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

学校教育課

4214 青少年育成事業 「いじめ問題
解決に向け
てー参考資
料ー」策定事
業

・「教職員のためのネットいじめ対応マニュア
ルを」各学校園に配布し、ネットいじめの未然
防止に努める。
・インターネット、携帯のトラブル等を防止す
るための保護者向け資料を作成し、幼稚園・小
中学校の全保護者に配布し、啓発する。

継続 今後も継続実施 インターネット、携帯
のトラブル等を防止す
るため、幼稚園・小中
学校の全保護者に啓発
する。

0

青少年セン
ター

4215 環境浄化事業 有害図書対策 青少年に有害な図書やビデオ、DVDの回収をす
る。

継続 市内１３箇所に白ポス
トを設置
H21年度(2009年度)
は１月末現在、有害図
書870冊、有害ビデオ
82本、有害DVD262
枚を回収。いずれも昨
年度同期に比べ回収数
は増加している。
今後も継続実施

本年度においても市内
各所で青少年に有害な
図書やビデオ、DVDの
回収をする。

60

青少年課

3515
再掲

青少年育成事業 青少年育成市
民会議の活動
推進(再掲)

地域が主体的に青少年の育成に取り組む組織と
して各中学校区に設置する青少年育成市民会議
に委託し、青少年や親子を対象とした、イベン
トや青少年育成に関する情報交換、啓発活動等
を行う。

継続 住民による地域での主
体的な活動としての定
着を図る。

各中学校区毎の青少年
健全育成組織として、
地域社会の情報交換、
啓発、交流活動等を行
い、子どもたちには
様々な体験活動を展開
しながら地域社会で青
少年を育む一翼を担う
事業を委託する。

3,044

青少年セン
ター

3503
再掲

青少年相談事業 面接相談(再掲) 青少年に対する指導、学校関係者、保護者との
面談を行い、適切な助言活動を行う。

継続 現況(H21.12月末)
   114件
今後も継続実施

本年度においても、各
関係者に面談を実施し
ていく。

0

青少年セン
ター

3504
再掲

青少年相談事業 電話相談(再掲) 児童・生徒及び青少年を持つ親の悩みやその周
辺の問題について相談に応じ、適切な指導を行
い、問題解決を図る。

継続 現況(21年12月末)
   410件
今後も継続実施

電話相談活動を実施、
相談事業に取り組む。

850

教育支援課

3508
再掲

子ども支援事業 スクールカウ
ンセラー配置
事業(再掲)

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成１７年度(2005年度)までに全中学校
にスクールカウンセラーを配置。小学校には、
平成２０年度(2008年度)に３校、平成２１年
度(2009年度)に４校配置。

拡充 全小中学校にスクール
カウンセラーを配置す
る。
現況（Ｈ21）１６校
目標値（Ｈ26）３６校

全１２中学校、４小学
校にスクールカウンセ
ラーを配置する。

国・県の事業

子ども家庭
支援セン
ター

1337
再掲

児童虐待防止推
進事業

家庭児童相談
室事業(子ども
家庭なんでも
相談)(再掲)

１８歳未満の児童の家庭における家庭問題や養
育相談等を行う。子育て家庭ショートステイ、
里親の相談も受ける。（子ども家庭なんでも相
談）
また、児童虐待の窓口として通報・相談を受け
る。臨床心理士等の助言を得ながら、関係機関
と受理会議、個別ケース会議等を開催し支援の
方向を決定する。
　家庭相談員　　４人

継続 増大する子育て不安
等、第一線の相談・援
助機関として、その役
割は益々増大しており
体制整備を図る。ま
た、県健康福祉事務
所、川西こども家庭セ
ンター等の関係機関と
の連携を強化する。

増加する相談件数に対
応するため家庭相談員
を資質向上を図り、要
保護児童対策地域協議
会の効果的活用に繋げ
る。

№1333
に含む

課名 平成２２年度事業計画

　　①　子どもの交通安全を確保するための活動の推進  ②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進　③　有害環境から子どもを守る活動の推進　④　被
害にあった子どもの支援の推進

№ 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向
平成２２年度

予算額
（千円）
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（１）　家庭教育の推進

子ども家庭
支援セン
ター

5101 家庭教育推進事
業

家庭教育推進
事業

市立幼稚園児の保護者を対象に家庭教育学級の
開設や、地域の子育て支援者のスキルアップな
ど、保護者や地域住民に子育ての楽しさなどの
学びを支援する。家庭教育推進員を見直し（仮
称）地域子育てサポーターとして、児童館を拠
点として活動する。

継続 平成22年度(2010年
度)から内容を見直して
継続実施する。

〇公立幼稚園で家庭教
育学級12学級の開設を
予定
〇（仮称）地域子育て
サポーター養成講座を
開催予定

1,259

子ども家庭
支援セン
ター

5102 子ども家庭支援
センター事業

親育ち講座 ○新米ママのふれあいタイム
・生後３～１０か月の第１子を持つ「親子」を
対象に助産師、保健師等を交えて、発達にあわ
せた具体的な指導や助言、親子の交流を促す。
１講座２回　年5回
○きらきら子育て講座
・１歳児の「親」を対象に、甲子園大学と共催
で、乳幼児期の発達や関わり方等について、講
演、ワークショップをする。
１講座２回　年２回
○親子ふれあい講座
・２～３歳児の親子を対象に、親子育ちプログ
ラムを活用して子どもの発達や関わり方につい
ての講座やワークショップ、親子遊びを実施
１講座４回　年１回

拡充 「新米ママのふれあい
タイム」「親子ふれあ
い講座」は市域全体で
実施できるよう児童館
事業としての展開を図
る。

新米ママのふれあいタ
イム：１講座２回を５
回実施。また、今年度
は３児童館でも実施す
る。
きらきら子育て講座：
１講座３回を１回実
施。
親子ふれあい講座：１
講座４回を１回実施。
また、今年度は２児童
館でも実施する。
講座の実施に関し、各
児童館と連携、調整す
る。

№1101
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

家庭教育推進事
業

○学齢期・子育てパワーアップ講座
・４歳～小学生の親を対象に、武庫川女子大学
と連携して、ワークショップ等を通じて子ども
とのよりよい関わり方についての講座を実施
１講座７回（ミニ講座は１講座２回）

新規 平成22年度(2010年
度)から実施する。

今年度のみ武庫川女子
大学に委託し、各児童
館・フレミラ宝塚で講
座を実施するととも
に、次年度から講座を
実施できる人材を養成
する。

1,500

子ども家庭
支援セン
ター

家庭教育推進事
業

○家庭教育講座
子どもを対等な人格として認めながら、自立を
目指した家庭教育が実現することを目指し、男
女が共に学習する講座を実施する。

継続 地域での実施を視野に
入れて内容を精査して
実施する。

子ども家庭支援セン
ターへの所管替に伴
い、家庭教育講座を、
新米ママのふれあいタ
イム、親子ふれあい講
座、学齢期子育てパ
ワーアップ講座に統合
し、地域児童館で実施
する。

№3516
に含む

中央公民館

公民館講座事業 〇子育て、家庭教育の
大切さについての学習
機会を関係各課と連携
しながら提供する。
テーマや対象年齢を社
会状況等に応じて設定
し実施。
〇講座終了後も引き続
き学習ができるように
支援する。

学校や他の教育機関と
連携しながら社会状況
に応じたテーマ・内容
で講座等を実施予定。

465

人権男女共
同参画課

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

○子育て支援講座
子育て中の母親を中心として、現代の子育て環
境についての学習や、育児、子育て、家庭教育
においての不安解消のための講座の開催。
平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定
管理料に計上）

継続 現在実施している親子
育ちセミナーを継続す
るほか、子育てを取り
巻く社会情勢にあわせ
た講座の開催と他課と
の連携を図ることに
よって、広く支援及び
啓発の充実を目指す。

継続実施。
同趣旨の事業を実施予
定。

№3401
に含む

青少年セン
ター

青少年相談事業 ○「子どもの心を理解する」講座
一般募集による講座を開設し、子育てに不安を
持つ親に学習の機会を提供し、家庭、地域で相
談にのれる人を育成する。

継続 継続実施 「子どもの心を理解す
る」講座を主催し、啓
発を図る。

100

人権文化セ
ンター

5103 人権文化セン
ター管理運営事
業

子育て支援事
業

子どもの基本的生活習慣の育成等を目的とし、
「子育て、親の役割」をテーマに講座・子育て
教室等を実施する。

継続 子育て講演会、教室等
を通じて人権感覚豊か
な子どもの育成。

継続実施。
事業内容の充実に努め
る。

くらんど：60
まいたに：133

ひらい：52
　　　計245

学校教育課

5104 人権教育文化事
業

家庭教育支援 家庭・地域の教育力の向上をめざし、人権文化
センターで幼児教育、家庭教育等の子育て学習
会や地域懇談会を開催するとともに、教育相談
を実施する。

継続 子育て学習会、地域懇
談会、幼児教育学習会
を各人権文化センター
毎にそれぞれ学期に１
回程度開催する。

家庭・地域の教育力の
向上をめざし、人権文
化センターで幼児教育
家庭教育等の子育て学
習会や地域懇談会を開
催するとともに、教育
相談を実施する。

4,628

課名 № 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性事務事業名 平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

今後の展開の方向
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（１）　家庭教育の推進

中央図書館
西図書館
健康推進課

5105 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

ブックスター
ト事業

乳児の頃から本に親しむきっかけとして、また
本を通して親子のつながりをより深めるため
に、乳幼児健診時に図書館の利用案内やおすす
め絵本の紹介を行う。

継続 今後も継続して事業を
行う。

継続実施。健康推進課
と連携し利用案内等を
配布する。
（中央・西図書館）
年72回、6000人に配
布（健康推進課）

0

子ども家庭
支援セン
ター

5106 子ども家庭支援
センター事業

児童ふれあい
交流促進事業

親子のふれあい、さまざまな人との出会い、地
域の仲間作りを促進し、子育て家庭の支援や児
童の健全な育成を図る。
・中学、高校、大学世代の児童と、乳幼児とそ
の親たちとの出会い・ふれあい・交流事業
・絵本の読み聞かせ事業
・講座（新米ママのふれあいタイム、遊ぼう会)
での交流

継続 大型児童センターと連
携して実施

遊ぼう会・新米ママの
ふれあいタイムの講座
を活用して中高生と乳
幼児及び保護者とのふ
れあい事業を実施す
る。

No1101
に含む

（２）　適切な情報提供の推進

子ども家庭
支援セン
ター

5201 子ども家庭支援
センター事業

広報・子育て
の総合情報誌
等の発行

○広報等
　子育てに関する総合的な情報を提供するため
に、毎年５月１日の広報たからづかや社協たか
らづかに特集記事を組む。また、ミニコミ誌等
を発行しているボランティアと連携して、情報
提供、情報交換に努める。
○子育て情報誌「たからばこ」
　妊娠した段階から、保健、保育、子育て支援
に関する情報を包括的に提供する。妊娠届、転
入届提出時等に市内各公共施設等で配布する。
○「お出かけマップ」（21年度(2009年度)末
に、30000冊作成）
　22年(2010年)４月から「たからばこ」に併
せて配布するとともに、家庭で乳幼児を育てて
いる保護者や支援者に公共施設等で配布する。
○「子育て通信　きらきら」
　子育てに関する情報提供と啓発に努める。
（年４回）

拡充 〇たからばこは、原則
毎年度改定し、7000
冊作成。お出かけマッ
プと併せて配布し、子
育て支援の情報提供を
促進し、子育て支援の
拠点としての情報発信
の充実を図る。

〇５月号広報で子育て
支援特集を掲載。
〇本市の総合的子育て
支援情報誌として「た
からばこ」を7,000冊
作成する。
〇「子育て通信　きら
きら」を年４回発行

No1101
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

5202 家庭教育推進事
業

こどもプレス
夢クルーの発
行

子どもたちの遊びや体験活動、子育てに関する
情報などを定期的に提供する。

休止 今後の展開の方向あり
方を検討する。

発行休止 -

子ども政策
課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

キッズページ
作成（再掲）

子ども条例に基づき、子ども自身がまちの仕組
みや実態、施策について正しい情報を得、まち
づくりに参加する機会を提供するため子ども向
けホームページを作成する。

継続 子ども向け市公式サイ
トとして学校等で活用
してもらうため校園長
会で周知し、風化しな
いよう内容の拡充を図
る。

544

環境政策課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

子ども達が環境に対して“気づき”身近なとこ
ろから行動を起こせるよう環境ボランティア団
体等の意見を得ながら、中学生以下を対象にし
た環境学習ホームページを作成する。

継続実施
内容の充実を図る

200

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

　　　事　業　内　容 方向性事務事業名

平成１９年度(2007年
度)から実施。
継続して実施し、内容
の充実を図る。

今後の展開の方向課名

課名

　事　業　名

　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向

№

№ 事務事業名

6204
再掲
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（３）　三層構造による子育て支援システムの構築

　　①　小学校区単位の子育て支援の推進  ②　市内７ブロック単位の子育て支援の推進　　③全市域の子育て支援の総合マネジメントの推進

市民協働推
進課

5301 ｺﾐｭﾆﾃｨ活動推進
事業

地域ネット
ワーク推進事
業

「まちづくり協議会」を組織化し、ふれあいや
連帯感あふれる地域づくりを推進しているが、
子育て支援も課題の１つとして啓発する。

継続 子育て支援への取組み
を啓発する。また、地
域の諸課題の解決を目
指す「地域ごとのまち
づくり計画」を作成
し、既に子育て支援に
取組んでいるまちづく
り協議会もあり、子育
て部会連絡会などの開
催により、情報の共有
を図る。

継続実施。
子育て部会連絡会を開
催し、情報の共有を図
る。

0

社会福祉協
議会

○子育て支援プロジェクトチーム
地域児童館を核として、社会福祉協議会の地区
センターが中心となって、保育所、民生・児童
委員、保健師、子育て支援ボランティア等によ
るネットワークを形成し、情報交換や相互支援
を行う。月１回開催
○要支援者(児)サポートネットワーク
支援を要する（引きこもり、虐待、いじめな
ど）子どもに対する支援策として、子育て支援
に係わる専門機関が横に繋がるためのネット
ワークづくりを行う。(年３回勉強会実施)

拡充 ・子育て中の「親」、
児童館の遊びプログラ
ム、中間層、高齢者の
ネットワークを生かし
統合し、多世代で子育
て支援プログラムを継
続実施。
・要支援者への支援の
ためのネットワークの
強化を図っていく。

子育て支援プロジェク
トチームを中心に、食
育・発達・学齢期子育
て・父親力UP・不登
校、引きこもりなどの
講座などを企画実施。
また支援を必要とする
子どもを具体的に支え
ていくしくみを作るた
めの専門機関のNWを
作っていく。

298

保育課

5302 市立保育所保育
実施事業

地域子育て支
援センター事
業

右岸・左岸の保育所２か所に地域子育て支援セ
ンター機能を持たせ、保育所地域子育て支援事
業の核として位置づける。

継続 子育て支援業務の一つ
として、コーディネー
ト機能の向上を図る。

子ども家庭支援セン
ターが主催する「コー
ディネート研究会」で
役割を検討する。

№1101
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

5303 児童館運営事業 地域児童館運
営事業

各地域児童館にコーディネーターを配置し、７
ブロック毎の地域の子育てを総合的に支援す
る。
・地域の子育て支援ボランティア活動との連携
・他機関とのアウトリーチサービスの連携
・要支援の子どもや家庭への支援に関する他機
関との連携

拡充 平成22年度(2010年
度)より順次各地域児童
館にコーディネーター
を配置する。

地域子育て支援拠点事
業の実施に併せて、地
域の子育てを総合的に
支援するため、モデル
として高司児童館、中
筋児童館にコーディ
ネーターを配置する。
未配置の児童館も一緒
に、子ども家庭支援セ
ンターが主催する
「コーディネート研究
会」で役割を研究す
る。

№1101
に含む

子ども家庭
支援セン
ター

5304 児童館運営事業 出前児童館事
業

地域児童館を核として、各小学校区内の児童館
のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共
施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育
てサロン」への支援等を実施する。

継続 継続実施 各ブロック（第７ブ
ロックは除く）で事業
を実施する。全市域
（中高校生）事業は引
き続き休止する。

17,800

子ども家庭
支援セン
ター

5305 子ども家庭支援
センター事業

子ども家庭支
援センターの
運営

子育て支援の中核的施設として、子育て総合
コーディネーターを配置し、全市域の子育て支
援策のマネジメントの役割を担う。
・子どもや親の育ち及び子育て支援のための
様々なプログラムの開発、提供
・子育て支援人材養成・支援者のスキルアップ
・子育て関係機関の総合的ネットワークの推進
・情報の集約・蓄積及びそれらのデータベース
化、ホームページ充実による子育て支援事業の
ＰＲ
・利用者に対する相談・助言
・サービス提供機関との連絡及び調整
・児童館等他機関へのアウトリーチサービスの
調整
・要支援の子どもや家庭への支援に関する他機
関との連携
・三層間の諸事業に関する情報交換と相互連携
・地域子育て支援コーディネート研究会開催

拡充 全市域を対象に、他機
関との連携を深め、
コーディネート機能の
向上を図り、利用者の
利便性の向上及び、
サービス利用の円滑化
等を図る。
また、大学の協力によ
りコーディネートシス
テムを研究する。

〇子育て支援課から
「地域子育て支援コー
ディネート研究会」の
所管替に伴い、今年度
のみ、神戸大学に委託
して「地域子育て支援
コーディネートシステ
ムの研究開発と検証」
及び「子育て支援総合
コーディネートシステ
ムの検証」を研究す
る。
〇児童館その他関係機
関等で組織する「地域
子育て支援コーディ
ネート研究会」で、児
童館での展開の方途を
研究するとともに、人
材養成講座を実施す
る。

1,500

いきがい福
祉課

1340
再掲

民生・児童委員
活動補助事業

民生児童委員
活動補助（再
掲）

豊かな心を持ち、心身ともに健康で自立性、主
体性、社会性のある子どもを地域社会全体で育
てていくため、民生・児童委員として、要保護
児童及び要援護家庭の把握に努め、援助指導を
推進し、心豊かな子どもを育てる活動を展開す
る。

継続 相談・支援件数は増加
傾向にあり、民生・児
童委員、主任児童委員
の役割は大きくなって
いる。
一層の支援活動が求め
られるため、事業を継
続する。

児童委員、主任児童委
員の活動に対し、一人
当たり103,210円を
助成する
委員定数
児童委員数　２８２人
主任児童委員　１７人

31,501

平成２２年度
予算額

（千円）
平成２２年度事業計画今後の展開の方向　　　事　業　内　容 方向性事務事業名課名 № 　事　業　名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　子どもの社会参加の促進

（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　  ①　子どもの居場所づくりの充実　②　さまざまな体験の機会の提供

施設課

6101 小・中学校施設
整備事業

地域開放クラ
ブハウス

学校施設開放の促進として、一部の学校では校
舎又は体育館内に地域利用のできるクラブハウ
スを整備している。

継続 施設の老朽化や教育の
多様化、住宅開発によ
る児童数増等から、学
校本来の施設整備が急
務となっており、クラ
ブハウスの新設は困
難。

左記の理由により、本
年度事業予定なし。

0

スポーツ振
興課

6102 学校体育施設開
放事業

学校体育施設
開放事業

小学校体育施設（体育館、運動場、プール）の
開放を行う。体育館、運動場は、土、日、祝日
に一般開放を行い、プールは夏休みに地域の児
童を対象に開放を行う。

継続 事業の内容を見直しつ
つ継続実施。小学校区
単位で設立のスポーツ
クラブに運営を任せる
ことも検討。

左記事業内容にて実施
する。

27,555

人権文化セ
ンター

6103 人権文化セン
ター管理運営事
業

図書室運営 図書の閲覧、貸し出しを通じて、地域青少年の
文化・教養の向上に資するとともに、近隣地域
住民との交流の場とする。

継続 読書を通じて、青少年
の健全育成を図り、交
流を進めていく。

継続実施
新規図書の購入を行
い、図書の充実を図
る。

くらんど：290
まいたに：150

ひらい：150
計590

人権文化セ
ンター

1102
再掲

人権文化セン
ター管理運営事
業

活動拠点の整
備（再掲）

地域活動の拠点として広く活用できるよう施設
整備を推進する。

継続 14年度(2002年度)ひ
らい､15年度(2003年
度)まいたに､17年度
(2005年度)くらんど､
の改修を行った。
今後も順次施設整備を
行う。

今年度整備予定なし 0

青少年課

6104 青少年育成事業 子ども会育成
事業

○市内７２の単位子ども会の育成のため、宝塚
市子ども会連絡協議会へ子ども会リーダーの養
成等子ども会活動活性化のための事業を委託す
る。
○単位子ども会活動の活性化を図るため、宝塚
市子ども会連絡協議会に属する単位子ども会に
対し、活動費の一部を助成する。

継続 子ども会数が依然減少
傾向にあるため、宝塚
市子ども会連絡協議会
の行う事業の見直し等
を行い、活性化を図
る。
宝塚市子ども会連絡協
議会への加盟を促進
し、子ども会活動の活
性会を図るため、引き
続き単位子ども会への
助成を行う。

子ども会連絡協議会と
協議し、子ども会組織
の活性化に向け事業を
実施する。

1,340

青少年課

☆
6105

放課後子ども教
室事業

放課後子ども
教室事業

保護者や地域住民が中心となって、放課後の小
学校校庭などを利用し、子どもの主体性を大切
にした遊びの場をつくることにより子どもの居
場所づくりを展開する。

継続 平成19年度(2007年
度)から実施
地域教育力の再生を目
指したネットワークの
構築を目指す。
現況（Ｈ21）
   20教室
目標値（Ｈ26）
   24教室

全小学校区の開設をめ
ざす。
現況（Ｈ21）
   20教室
目標値（Ｈ26）
   24教室
また地域児童育成会と
の連携強化を図る。

14,150

青少年課

6106 ふるさと雇用再
生事業

放課後プラン
人材育成・啓
発事業

放課後の小学校の校庭など利用し、安全で安心
して活動できる子どもの居場所と学習機会を提
供する「放課後子ども教室」に関わる人材の育
成や啓発に努める。

継続 平成21年度(2009年
度)から実施。

啓発セミナー及びス
タッフ養成講座を年２
回開催。昨年度に引き
続き放課後子ども教室
の課題を把握し、解決
に向けて調整を図る。

3,786

子ども家庭
支援セン
ター

6107 児童館運営事業 地域児童館運
営事業

地域で子どもたちが安全で自由に集まり、活動
交流できる場として、また、地域の子育て支援
の拠点として、コミュニティの７つのブロック
毎に整備している児童館の運営に対し、公立児
童館は社会福祉法人に委託（平成１８年度
(2006年度)より、指定管理者制度に移行）を、
法人立児童館には補助金を交付する。機能とし
ては、
・子どもたちの遊びの場
・地域の子育て支援の場
・地域の世代間交流の場
・地域の子育て支援ボランティア活動との連携

継続 継続して実施する。な
お、地域や関係機関と
連携して開館時間の延
長などを検討し、中高
校生の居場所としてい
く。

・平成18年度から公立
児童館の運営は指定管
理制度を導入し、高
司・安倉児童館は宝塚
市社会福祉協議会を平
成20年4月～平成25
年3月まで、西谷児童
館はＮＰＯ法人ＮＩＳ
ＩＴＡＮＩを平成17年
11月～平成23年3月
まで指定管理者として
指定する。また、法人
立の中筋児童館（社会
福祉法人愛和会）、御
殿山・野上児童館（社
会福祉法人聖隷福祉事
業団）、平井児童館
（平井財産区）には人
件費の一部を補助す
る。
・今年度は西谷児童館
の平成24年度から運営
する指定管理者の選定
を行う。

121,996

子ども家庭
支援セン
ター

5304
再掲

児童館運営事業 出前児童館事
業(再掲)

地域児童館を核として、各小学校区内の児童館
のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共
施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育
てサロン」への支援等を実施する。

継続 継続実施 各ブロック（第７ブ
ロックは除く）で事業
を実施する。全市域
（中高校生）事業は引
き続き休止する。

17,800

今後の展開の方向 平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性№ 事務事業名課名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　子どもの社会参加の促進

（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　  ①　子どもの居場所づくりの充実　②　さまざまな体験の機会の提供

子ども家庭
支援セン
ター

6108 児童館運営事業 大型児童セン
ター（セン
ター機能）運
営

○子どもの創造性が発揮できるような場づく
り、中・高校生等年長児童の居場所
・中・高校生等で組織する青少年リーダーの企
画による世代間交流事業や地域交流事業、児童
健全育成事業、地域の青少年育成事業を実施
・中・高校生等を対象に乳幼児とのふれあい事
業を実施
・音楽などを通しての、自己表現、自己発表の
場の提供となる音楽創作活動事業の実施
○地域児童館の統括
・児童館ネットワーク会議開催

運営は社会福祉協議会に委託(平成１８年度
(2006年度)より、指定管理者制度に移行)

継続 地域児童館のスキル
アップ、青少年リー
ダーの育成を図りなが
ら、継続して事業を実
施する。

平成18年度から公立児
童館の運営は指定管理
制度を導入し、社会福
祉協議会を平成18年4
月～平成23年3月まで
指定管理者として指定
する。
青少年リーダーを育成
するとともに地域児童
館をバックアップして
いく。
〇今年度は大型児童セ
ンターの平成24年度か
ら運営する指定管理者
の選定を行う。

32,339

青少年課

3511
再掲

ふるさと雇用再
生事業

思春期ひろば
(再掲)

思春期に差し掛かり、不登校やひきこもりに悩
む子どもとその保護者が、住み慣れたまちで安
心して大人へと成長できる環境を、学校や学校
外の多様な地域社会資源を活用した取組みを行
う。

継続 平成２１年度(2009年
度)から宝塚市社会福祉
協議会に事業を委託し
実施

昨年度に引き続き、啓
発セミナーの開催及び
市内数箇所にひろばを
開設し、家族を含め当
事者の居場所をつくる
と同時に当時者の状況
を把握し、関係機関と
連携しながら課題解決
に取り組む。

5,124

手塚治虫記
念館

6109 手塚治虫記念館
運営事業

手塚治虫記念
館運営事業

市ゆかりの漫画家　手塚治虫氏の偉業を顕彰
し、広く後世に伝えるとともに、未来を担う青
少年に夢と希望を与える施設として、手塚治虫
記念館を運営する。

継続 魅力ある企画展、イベ
ントを開催し、マン
ガ・アニメ文化をとお
して「自然への愛と生
命の尊さ」を伝えてい
く。

企画展3回や作画体験
教室などイベントの開
催

74,427

人権文化セ
ンター

6110 人権文化セン
ター管理運営事
業

自然体験事業 自然体験人権学習会（サマーキャンプ）等を実
施する。

継続 青少年が自然環境の下
で様々な体験や人権学
習を行い、人権を尊重
する感性を育てると共
に、地域の人権文化推
進の人材育成を図って
いく。

継続実施
事業内容の充実に努め
る

くらんど：738
まいたに：595

ひらい：238
計1,571

環境政策課

6111 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

自然観察事業 こどもエコクラブ事業（環境省）による環境学
習の支援を行う。

継続 自主的な環境学習・活
動への支援

継続実施 0

環境政策課

6112 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

自然観察事業 自然観察用具（双眼鏡、フィールドスコープ
等）の機器の貸出を行う。

継続 継続実施 継続実施 0

政策推進課

6113 企画調整事業 丹波少年自然
の家建設・運
営費負担金

阪神と丹波両地域9市１町が組合立により設立
し運営している施設であり、自然の中での集団
宿泊生活や様々な体験活動に加え、特に都市と
農村の生活と教育の交流を重視し、将来を担う
若い世代の健全な育成に寄与することを目的と
している。

継続 今後も引き続き施設の
充実を図るとともに、
冬季の利用プログラム
の充実にも努め、利用
者増に向けて取り組
む。

阪神丹波ふるさと交流
事業計画として、本年
度も以下の事業を実施
する。
（1）ファミリー・成
人グループ交流事業
（2）青少年育成事業
（3）阪神丹波スポー
ツ交流事業
（4）ファミリー・成
人グループ利用促進事
業
（5）研修事業
（6）自然学校・自然
学校出前事業
（7）地域協力事業

15,832
※（但し、本市
負担金分のみ）

公園緑地課

6114 公園維持管理事
業

北中山公園整
備

北中山やすらぎの道の施設の補修、清掃等を行
い、ハイキング、バードウォッチング等が快適
に楽しめるように努める。

継続 気軽に自然に触れ楽し
める場を継続して提供
していく

引き続き市民に自然保
護の啓発を行ない、自
然の大切さを訴えてい
く。

1,200

公園緑地課

6115 公園維持管理事
業

既設公園・子
ども遊園整備

既設公園等のリフレッシュとともに、安全な施
設を提供し、子どもの利用増大を図る。

継続 老朽化した公園から順
次継続して改修してい
く

引き続き老朽化した公
園のリニューアルを行
ない、子どもが安全で
安心して利用できるよ
うに努めていく。

25,700

公園緑地課

6116 公園維持管理事
業

公園整備事業 新しく公園を整備する際は、多目的広場を設置
するとともに安全な遊具の整備も進めていく。

継続 引き続き市民１人当た
り7.0㎡を目指して、
継続して取り組んでい
く

引き続き市民１人当た
り7.0㎡を目指して、
継続して取り組んでい
く。
宝塚音楽学校記念公園
は第３期工事に着手す
る。また中筋４丁目地
内に区画整理事業に伴
う新規公園を整備す
る。

410,998

青少年課

6117 プレイパーク
事業

子どもたちが持っている好奇心や創造力を発揮
し、自分の責任で自由にあそぶ場を提供

継続 現在休止中。プレイ
パークに必要な場所や
運営団体を検討

同左 -

学校教育課

3102
再掲

トライやる・
ウィーク事業の
推進

トライやる・
ウィーク事業
の推進(再掲)

中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社
会体験学習等に取り組む。

継続 今後も引き続き、社会
体験学習等の一層の充
実を図る。

中学校２年生全員を対
象に、１週間、地域で
社会体験学習等に取り
組む。

5,000

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

№ 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向課名
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　子どもの社会参加の促進

（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　  ①　子どもの居場所づくりの充実　②　さまざまな体験の機会の提供

学校教育課

3103
再掲

学校教育指導事
業

「のびのびパ
スポート」の
作成(再掲)

神戸市隣接の市町の美術館や博物館などの教育
関連施設に、無料で入館できる証明書を市内の
小・中学生に配布する。

継続 引き続き、充実し継続
する。

神戸市隣接の市町の児
童たちが、お互いの市
町の美術館や博物館な
どの教育関連施設に土
曜、日曜、祝日、夏・
冬・春休みに限って、
無料で入館できる証明
書を市内の小・中学生
に配布する。

268

学校教育課

3104
再掲

小学校体験活動
推進事業

小学校体験活
動推進事業
（再掲）

小学５年生を対象に、学習の場を教室から豊か
な自然の中に移しさまざまな体験活動を通して
「生きる力」を育成する。また、小学校3年生
を対象に、体験型環境学習を行い、命のつなが
りや営み・環境保全について学習する。

継続 平成２１年度から実施
今後も継続実施

小学5年生を対象に、
学習の場を教室から豊
かな自然の中に移しさ
まざまな体験活動を通
して「生きる力」を育
成する。また、小学校
3年生を対象に、体験
型環境学習を行い、命
のつながりや営み・環
境保全について学習す
る。

42,596

青少年課

3112
再掲

青少年音楽活動
推進事業

少年音楽隊事
業（再掲）

市立９小学校（仁川、末成、良元、光明、長
尾、小浜、宝塚、高司、売布）に吹奏楽の音楽
隊、３小学校（仁川、良元、長尾）と同３小学
校卒業した中学生でバトン隊を組織し、「音楽
のある街宝塚」にふさわしい青少年の育成事業
として実施。音楽等を通じて青少年の情操を深
めるとともに、異年齢の仲間づくりを行う。

継続 市が指導者を配置し、
直接実施している事業
であるが、今後は、保
護者とも連携し、事業
の充実を図る。

引き続き「宝塚市都市
経営改革行動計画に基
づく財政健全化に向け
ての取り組み」におけ
る事務事業見直しに基
づきく事業費の削減を
行うが、保護者の協力
による自主練習等の実
施による事業の充実を
図る。

7,606

環境政策課

3115
再掲

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

小学校におけ
る環境学習支
援事業（再
掲）

小学校を対象とした、地球温暖化防止に関し
て、原因や現状を理解させ、気づかせるための
学習プログラムの作成、および小学校における
環境学習の実施を支援する。

継続 平成１９年度(2007年
度)に試行後、平成２０
年度(2008年度)から
実施

市立小学校４校で実施
予定

520

（２）　子ども参加型のまちづくりの推進

環境政策課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

宝塚こども環
境会議

継続 継続実施 １２月実施予定
市立小学校から２～３
校参加予定

840

学校教育課

学校教育指導事
業

同上 0

子ども政策
課

6202 子ども議会事業 子ども議会 子どもたち（小・中・高校生）に本市の行政に
対する意見を聞き、行政に反映させる。

継続 子どもたちにとって
は、意見表明できる貴
重な場であるとともに
市長・教育長等と直接
やり取りができ、議会
制度を学べる。議会形
式を維持しながら議論
のやり取りが活発にで
きるよう検討実施して
いく。

「児童の権利に関する
条約」および「子ども
条例」の趣旨を踏ま
え、子どもが意見を表
明する機会を確保する
ために子ども議会を継
続して実施。
　実施方法は、平成2
１年度と同様、小・
中・高校生合同実施方
式とし、子ども傍聴、
学習会でのワーク
ショップも実施する。

141

子ども家庭
支援セン
ター

6203 児童館運営事業 ミニたからづ
か事業

子どもたちがまちの主役として、小規模なまち
を実現させ、就労体験を遊び感覚で行う。
また、それらを体感することにより、子どもの
視点を取り入れた活力あるまちづくりを創造す
る。

継続 大型児童センターの事
業の一環として実施

フレミラ宝塚で平成23
年3月に実施予定
・今年度は地域子育て
創生事業補助金を活用
し、合同児童館祭りと
併せ、規模を拡大して
実施する。

1,167

子ども政策
課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

キッズページ
作成

子ども条例に基づき、子ども自身がまちの仕組
みや実態、施策について正しい情報を得、まち
づくりに参加する機会を提供するため子ども向
けホームページを作成する。

継続 平成１９年度(2007年
度)から実施。
継続して実施し、内容
の充実を図る。

子ども向け市公式サイ
トとして学校等で活用
してもらうため校園長
会で周知し、風化しな
いよう内容の拡充を図
る。

544

環境政策課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

子ども達が環境に対して“気づき”身近なとこ
ろから行動を起こせるよう環境ボランティア団
体等の意見を得ながら、中学生以下を対象にし
た環境学習ホームページを作成する。

継続実施
内容の充実を図る

200

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 今後の展開の方向

6201

6204

小学生を対象に環境学習を支援する。その学習
の成果を環境展におけるフォーラムにおいて発
表し、市長との環境会議に参加することによ
り、子どもの視点での環境都市づくりを考え
る。

方向性№ 　事　業　名 　　　事　業　内　容事務事業名

方向性 今後の展開の方向　事　業　名課名 № 事務事業名 　　　事　業　内　容
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第６章　個別事業と事業目標

　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　子どもの社会参加の促進

（３）　青少年の就労支援

商工勤労課

6301 労働行政事業 若者就業支
援・相談事業

若者の就労を支援するために、カウンセラーを
配置し、相談及び情報提供を行うとともに、職
場体験実習へ誘導し就労を促進する。

継続 ワークサポート宝塚内
に設置。カウンセラー
は週２回の配置とす
る。職場体験実習を行
う。

若者しごと相談を引き
続き実施する。セミ
ナー、個別相談を通じ
て職場体験実習に参加
できる対象者を誘導
し、様々な進路選択を
考えながら継続就労に
つながるよう支援して
いく。

2,372

青少年セン
ター

3506
再掲

団体の育成・連
携

無職少年進路
指導研究調査
委託（再掲）

宝塚市中学校追指導連絡協議会に対し、市内中
学校卒業生の高校中退、離職の実態調査並びに
無職少年に対する適切な進路指導について研究
調査を委託し、無職少年の非行防止施策の資料
とする。

継続 現況（Ｈ21）
　年 ４回の連絡協議会
を実施。
　訪問による追跡調査
　郵送による追跡調査
目標値（Ｈ26）
その年度の実態に応じ
て追跡調査を行う。

本年度においても、追
指導を実施し、実態の
調査を推進する。

5

平成２２年度事業計画
平成２２年度

予算額
（千円）

課名 今後の展開の方向№ 　事　業　名 方向性　　　事　業　内　容事務事業名
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