
宝塚市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

個個個個　　　　別別別別　　　　事事事事　　　　業業業業　　　　取取取取　　　　組組組組　　　　状状状状　　　　況況況況

（平成２２年度事業実績）

　 （※№に「☆」印は国から数値目標の報告が義務づけられている事業）



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

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。

※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

前年度に引き続き、わかくさ保育所(すこやか)、米谷保育
所(すくすく)の２カ所で主として以下の事業を実施した。
・育児相談
・電話相談
・園庭開放
・出前保育
・育児講座
・子育て情報誌の発行
・体験保育

地域に開かれた子育て支援施設とし
て、保育所入所児童に限定せず、広く
就学前児童とその家族に対する育児支
援が実施できた。

№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

・きらきらひろば利用者数
　子ども：6,226人
　大　人：5,834人
　総　数：12,060人
　一日平均：54.8人
　　相談件数：263件

転入してきたばかりの親子、初めての
子育て家庭などの居場所となり、孤独
感や不安の軽減になった。
気になる子どものケースについては、
関係機関と連携をとり、早期発見対応
に繋がった。児童館等、親子の居場所
が地域に広まっていく中、各地域の支
援者との連携が重要になってきてい
る。

5934

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

・高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷はＮＰＯ法
人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は第6ブロック子ども
館協議会を指定管理者として指定、また、中筋、御殿
山、野上は運営法人に対して補助しひろば事業を実施し
た。
・利用状況
高司児童館：就学前6,516､親6,004
　　計12,520人
野上児童館：就学前4,936､親4,264
　　計9,200人
御殿山児童館：就学前11,750、親9,281
　　計21,031人
安倉児童館：就学前5,739､親5,606
　　計11,345人
中筋児童館：就学前5,031､親5,068
 計10,099人
西谷児童館：就学前2,555､親2,672
　　計5,227人
子ども館：就学前9,195､親7,882
　　計17,077人

・子育て情報の提供
各児童館が核となって、地域住民等と一緒に各ブロック
内の地域の情報を掲載した「子育て支援マップ」を作成

子育て中の親子が身近なところに集え
る場の提供の他、地域に密着した情報
を載せた「子育て支援マップ」を配布
するなど、地域の子育て支援の拠点の
役割を果たすことができた。

55488

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

おおむね週3日、専任職員を2名配置し、講習会、育児相
談、交流事業を実施した。
・育児相談
・ママサークル（交流の場の提供）
・講習会

保育所の専門知識を入所児童に限定せ
ず、広く地域の子育て家庭に対して活
用することによる育児支援を実践でき
た。

№２３０４
に含む。

課名 №

☆
1101

今後の展開の方向事務事業名
　事　業
名

　　　事　業　内　容
平成２２年度

決算額
（千円）

平成２２年度実績 評価・課題

個　　　別　　　事　　　業

1



個　　　別　　　事　　　業

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

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

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。

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷はＮＰＯ法
人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は第6ブロック子ども
館協議会を指定管理者として指定、また、中筋、御殿
山、野上の運営法人に対して補助をして出前児童館事業
を実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　101回 4,974人 平均49.3人
第２ブロック：野上児童館
　134回 4,928人 平均36.8人
第３ブロック：御殿山児童館
　187回7,273人 平均38.9人
第４ブロック：安倉児童館
　129回 6,393人 平均49.6人
第５ブロック：中筋児童館
　171回 5,186人 平均30.3人
第６ブロック ：子ども館
　67回 2,572人 平均38.4人
全市域（中高生）
　休止中

地域のより身近なところで親子が集え
る場や放課後の子どもたちの居場所の
提供ができた。

乳幼児向けには曜日・場所を固定する
常設型は有効であるが、小学生以上で
は曜日を固定したときに参加できない
子どもへの配慮が必要。
学校外での出前児童館では、放課後の
時間に余裕のある曜日に実施するなど
の調整が必要。
地域住民の出前児童館サポーターの養
成の仕組みづくりが必要。

15300

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。

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。

実績なし － 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

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。

子育てグループ、各種地域団体が利用しやすい環境整備
に配慮した。

運営費が少ない子育て支援団体等の利
用料負担の軽減。

0

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。

地域型子育てサロンの一つ
として支援を継続する。

○グループ数2７ヶ所への支援
　・登録数　親３７２人
　　　　　　子４５４人
　　　　　　計８２６人
　・グループ訪問：86回
　・リーダー会等：11回
　・相談・調整：329回
○まちの子育てひろば等の登録グループへの玩具の貸し
出し
　８月から事業開始
　貸し出し件数：３２件
○子育て支援グループ助成
　子育て交流事業９団体
　相互保育等事業１団体
　その他事業　10団体

親子の地域での居場所が増加し、孤立
化の防止や親の子育て力、地域の子育
て力を高めることに繋がった。
おもちゃの貸出を通じて、グループの
活動支援及び実情把握ができた。

グループを維持していくためには、定
期的に利用できる場所の確保が必須で
ある。

No1101
に含む

（うち、グ
ループ助成

3481）

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 平成２２年度実績 評価・課題
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決算額
（千円）
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個　　　別　　　事　　　業

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

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。

継続実施 17グループ 昨年度よりも申請グループが増加し、
予算超過したが、広く情報が伝わった
ためにより多くのグループ支援につな
がった

309

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

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

・会員数：1689人
依頼会員1,028人
提供会員　291人
両方会員　370人
・活動件数：3,980件
・活動時間数：7,153:35時間

保育所、地域児童育成会終了後の預か
りなど仕事と育児の両立支援に加え、
買い物などの外出時の預かりなど育児
者のリフレッシュにも役立ち子育て家
庭の支援につながった。
　
今後、ひとり親家庭等が利用しやすい
ような支援を検討するとともに、依頼
会員の増員やニーズの多様化に対応し
ていくためには、提供会員の増員が必

8358

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。

高齢者活用子育て支援事業を含むシルバー人材センター
事業を支援するため補助金を交付した。

高齢者の就労と生き甲斐支援により、
地域の子育て支援を行うことができ
た。

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

専門コーディネーターを配置し、事業を推進した。
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
研修を実施した。サービス会員数５５名、受注件数２５
件。

高齢者の就労と生き甲斐支援により、
地域の子育て支援を行うことができ
た。

子育て支援
課

☆
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

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

利用人数：18人
利用回数：６5回
延べ利用日数：１98日

一時的に養育が困難になった時に、い
つでも利用できる場所があるという安
心感が広がり、利用回数も増加した。

1,060

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。

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

引き続き私立保育園9園で一時保育を実施した。 市立保育所での実施に向けて関係協
議、施設改修を実施する。

私立保育所
 №2304
に含む

企画提案方
式事業（子
育て教育）

1107

平成２２年度
決算額

（千円）
評価・課題平成２２年度実績課名 № 事務事業名

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

継続実施 ２，０３９件 妊娠届出時に、妊婦が、必要なことを
相談できる体制整備が必要。平成23年
度から妊婦支援のための相談指導事業
を開始し、妊娠届出時のアンケート結
果により必要な者へ保健師が電話等に
よる相談を実施する。

340

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

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
　　３６回　５５５人
○父親学級（両親学級）
　　１２回　受講組数２２５組

育児体験・実習を中心とした内容とし
ており、好評を得ている。

944

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

継続実施 ○プレママたちのふれあいタイム
1講座(2回連続）　４回
　延べ参加人数：51人

○妊娠期の子育てカレッジ
新たに、大阪彩都こども心理センターと共催で、赤ちゃ
んの心とどう向き合うかをテーマにグループワーク等の
講座を実施
　１講座（８回連続）
　参加者延人数　64人

妊娠時の不安や負担軽減が図れ、また
妊婦同士の交流が持たれたことによ
り、孤立感の解消にもなった。
また、子育てカレッジにはプレパパも
参加したことで、妊産婦の心身の状況
の理解を深めることができ、夫の家事
や育児参加への意欲に繋がったと共
に、様々なワークをとおしてお互いの
気持ちに気付くことができ、妊婦の不
安軽減に繋がった。

No1101
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

妊娠に伴う費用負担の軽減
のため継続実施する。

２，３８３人 助成券への要望が高く、平成23年度か
ら受診券による助成を開始する。

107,019

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

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。

１２回開催、１２２人 妊娠期の歯科治療における相談など好
評を得ている。

347

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。

国の基準に基づき実施 2名を助産施設に措置した。 ・国の基準に基づき実施。
・利用者が、無保険者（生活保護者）
に限られる。

930

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）

継続実施 １７０日開設、１，０１６件 相談内容に応じて、保健師、助産師、
栄養士が対応し、好評を得ている

2,523

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。

今後もＰＲに努める。 １１０件 新生児期には里帰り中の者が目立ち、
年度により希望数のばらつきがある。

NO1209
に含む

課名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向
　事　業

名

平成２２年度
決算額

（千円）
№ 事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

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。

※国の「乳児家庭全戸訪問
事業」
全戸訪問を目指す。

１，６３１件
訪問率９３.４％

訪問率の向上 8,275

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。

※国の「養育支援訪問事
業」

○乳幼児等訪問指導
４３９件

乳幼児の疾病や障がい・成長に伴う相
談、保護者の疾病や障がい、育児不安
を主とする相談があるが、個別性を重
視した相談に応じられている。

NO1209に
含む

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

※国の「養育支援訪問事
業」

○養育支援ネット８９件

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

※国の「養育支援訪問事
業」

○養育支援訪問(セカンド訪問）１００件

子ども家庭
支援セン
ター

1210 子ども家庭支援
センター事業

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

※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
利用者数：1名
援助日数：25日
援助時間：49.5時間

産後家庭
利用者数：23名
援助日数：163日
援助時間：294.5時間

要支援家庭にヘルパーを派遣し、家事
の援助を行うことで、子どもの養育環
境を整えることが出来た。
また、産後家庭にヘルパーを派遣し、
家事・育児の援助を行うことで、産婦
の実質的な負担を軽減し、虐待の予防
に繋がった。

他機関と連携し、支援が必要な家庭へ
の啓発が必要。

692

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。

継続実施 返信率８３．２％、育児相談589人 返信率が年々高まっているが、返信
後、即座に相談に応じられる専門職の
体制整備が必要

No1207
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

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

３３回、９１４人 利用者が多く、離乳食や成長発達の個
別相談に応じられている。
保護者同士の交流の場として活用して
いる者もある

No1207
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

・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
　24回、1,905人
○１歳６か月児健診
　24回、1,950人
○３歳児健診
　24回、2,078人

子育てに悩む保護者の増加により、一
人当たりの相談時間が長くなり、待ち
時間が長くなる傾向にあることが課題
である。

16,696

健康推進課

今後の展開の方向

1209

　事　業
名

課名 　　　事　業　内　容事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題№
平成２２年度

決算額
（千円）
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

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

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。

１２回、１１４人 相談希望者が多く、特に心理相談の利
用枠を増加する必要がある。

№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。

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

１６回、２７組 早期発見・早期療育を推進し、発達支
援機能を高めるため、平成23年度より
療育センター所管「ぴよぴよ広場」に
事業を整理統合し、ラッコ教室は平成
22年度で終了となった。

№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

必要な子どもについて継続
実施

１歳６か月児健診　２名
３歳児健診　０名

精密検査が必要な子どもについて、経
済的負担なく安心して受診してもらえ
るために必要である。

6,000

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

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）

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。

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
面接相談　１１６件
電話相談　８６９件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「おとなになってからの親子関係に悩むあなたへＰａｒ
ｔ２」（全5回）『参加者延べ33人）
「いつになると自立してくれる？成人した子どもとの関
係を考える親たちへ～自立しない子どもと暮らす親のｻ
ﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」（全５回）（参加者延べ３０
人）

計画どおり実行できた。 №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。

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

開設日数　７０日
受診者数
　内科　７８０人（うち小児４人）
　歯科　４１６人（うち小児５５人）

内科・歯科の休日の応急診療を行い、
初期救急医療期間としての役割を果た
している。

20,461

健康推進課

阪神北広域こども急病センターにおいて、休日・夜間の
小児救急医療及び小児救急電話相談事業を行っている。
受診者数27,535人（うち宝塚市民8,061人）
電話相談件数15,786件（うち宝塚市民5,475件）

休日・夜間の初期小児救急医療の提供
及び電話相談事業の実施により、安心
して子どもを産み育てることのできる
環境づくりに寄与しているものと考え
る。
運営にあたっては、安定的な出務医師
及び二次後送病院の確保が重要であ
る。

53,064

市立病院

本院の小児科救急対応病院群輪番当番日は７５日 小児科医師増員に伴い年度後半から当
番日を週１回から週２回へと増やし
た。

2,374

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。

休日診療対策の一環として
継続実施

休日７０日、夜間１４７日の二次救急医療施設を確保し
た。

休日・夜間の重症急病患者の医療を確
保するために必要である。また、市立
休日応急診療所の二次後送病院として
も確保が必要である。

10,432

1218 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。

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。

平成２２年度実績
　事　業

名
　　　事　業　内　容

救急医療対策事
業

今後の展開の方向 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

課名 № 事務事業名
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

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。

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。

現職研修として、教育総合センター主催の研修では実施
せず。

教育総合センターでの研修としては、
実施していないが、各学校園において
個別に実施を推奨していく。

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。

継続実施 ５校、３７０人
喫煙小学校2校、中学校１校
性教育小学校２校

講師の確保の困難さ等から、実施校を
今以上に増加することは困難である。

No1207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

性教育を中心に産婦人科医の河野　美代子医師の講演を
実施した。

男女が互いに尊重しあって生きていく
ためには、性について正しい知識をも
つ必要を分かる機会となった。１１校
で実施。

660

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。

宝塚市の食育推進計画（２
２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。

１２回、２８０人 講義と調理実習により、離乳食につい
て具体的に学べる機会として好評を得
ている。申込者が多く定員がすぐ一杯
になる。

No1207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。

宝塚市の食育推進計画（２
２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。

４回　８５人 開催地域により参加数に差があるた
め、募集方法を検討していく。
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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。

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。

地域自立支援協議会こども部会を年６回開催 地域の関係機関による支援のネット
ワーク形成に寄与した。

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。

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
　559件
・施設支援一般指導事業
　166件
・在宅支援訪問療育指導事業
　596件

障がい児（者）が身近な地域で療育指
導、相談等が受けられるよう各機関と
連携して、さまざまな事業を実施し
た。
幼稚園などへの施設支援を拡大するこ
とができた。
 障がいの多様化、特に軽度発達障がい
傾向の相談が増加し、支援場所を求め
る声が多く聞かれた。

4279

　　　事　業　内　容事務事業名

№ 　　　事　業　内　容課名 事務事業名

課名 № 今後の展開の方向

　事　業
名

平成２２年度実績 評価・課題

今後の展開の方向

　事　業
名

平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

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

○子ども発達総合相談
　来談者413人
　相談件数550件

○学童発達相
　相談件数42件

○のびやか相談
　相談件数22件

○出前発達相談
　5箇所25回
　相談件数76件

早期発見から早期療育につなぐ役割を
果たした。
精神科の相談が多く、待機児は他の科
で対応をしたり、地区担当保健師が対
応している。
のびやか相談や出前相談は総合相談よ
りも敷居が低く相談の入り口としての
機能を果たせた。事後のフォローも適
切に行われている。来談の希望が多い
ので更に拡大して行っていきたい。

2080

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

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

必要な子どもについて継続
実施

１歳６か月児健診　２名
３歳児健診　０名

精密検査が必要な子どもについて、経
済的負担なく安心して受診してもらえ
るために必要である。

6000

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

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
　16組　33回

○ぴよぴよ広場
　8組　9回

相談後の支援の場として充実した活動
ができ、それぞれの進路先につなげる
ことができた。対象者が増加している
ので、拡大して実施していきたい。

3093

健康推進課

1215
再掲

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。

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

１６回、２７組 早期発見・早期療育を推進し、発達支
援機能を高めるため、平成23年度より
療育センター所管「ぴよぴよ広場」に
事業を整理統合し、ラッコ教室は平成
22年度で終了となった。

№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。

原則週２回実施
現状維持

開設日数　　９８日
受診者数　８２１人（うち小児１４５人）

障がい者（児）の歯科治療等を一般歯
科医院で行うにはまだ困難を伴う事が
多いため必要性が高い。

6,375

　事　業
名

　　　事　業　内　容課名 № 事務事業名 今後の展開の方向 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）
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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）

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％

発音に誤りのある幼児に対して、相談及び訓練を行って
いる。（外来相談182件、年間通級児数49人）

早期に訓練を受けるために、発音に誤
りをもったまま小学校へ入学する子ど
もはかなり減少している。

331

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）

今後も引続き活動の支援を
行う。

24組の子どもと保護者を対象に96回実施した。 この教室は定着しており、保護者の自
立した活動を促すとともに言語機能回
復訓練として成果をあげている。

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）

今後も継続して機能訓練と
学習機会の場を提供する。

19組の子どもと保護者を対象に12回実施した。 いろいろな運動メニューを楽しみなが
ら機能回復や団体行動などの学習機会
となった。

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が困難な在宅の障がい児に
対し、生活先般の介護・家事などのサービスを
提供する。

障害者自立支援法に基づき
実施

実利用人数
　　月平均　　354人
利用時間
　　月平均　　8,671時間
（者も含む）

児童のみでなく、家庭環境に着目し、
支援に努めている。

2,069,837
（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。

障害者自立支援法に基づき
実施

実利用人数
　　月平均　　104人
利用日数
　　月平均　　716人
（者も含む）

各施設で受け入れ可能人数に限りがあ
るので、希望する日に利用できないこ
とがある。

2,069,837
（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。

障害者自立支援法に基づき
実施

実利用人数
　　月平均　　86人
利用日数
　　月平均　　346日
（者も含む）

障がいのある児童等を介護している家
族に一時的な休息の機会を提供し、家
族支援に寄与した。

37,554
（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

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。

○４月２３名、順次入園し、３月には３３名になる。
○診療、機能訓練、保育、給食（栄養）等について、
個々の発達に合った療育を実施。

昨年度、小児科医が曜日ごとの担当
だったが、今年度より常勤的配置にな
り、園児の診察、保護者指導、健康管
理がスムーズに出来るようになった。
園児の発達、保護者支援のために介助
通園制度、分離療育制度を実施した。
次年度の障害者自立支援法一部改正に
よる実施に向けて、通園体制について
検討及び決定する。

19169

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

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。

定員の弾力化制度により、引き続き33名で実施した。
4月32名、5月から33名でのスタートとなった。

入所待機児について、外来、あそびっ
こ広場等で対応したが年度前半で定員
いっぱいとなった。
外来から3名、あそびっこ広場から4
名、ぴよぴよ広場から2名が入所につな
がった。　　　　23年度8月より実施
予定の児童デイサービスとの連携等に
ついての検討が必要であると思われ
る。

24397

教育支援課 3108
再掲

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。
○幼稚園巡回カウンセリング
○学校園訪問相談事業

支援の必要な児童生徒に適
切な支援を行う。

３月にサポーター配置希望調査を行い、４月当初より全
小学校に週１日、希望する中学校に週１日～３日のサ
ポーターを配置した。４月に新たな環境での学校生活に
おいて課題がみられる子どもについて追加配置の希望調
査を行い、５月末より配置した。

・サポーターが配置されたことで対象
の子どもの大半がおちついた学校生活
が送れるようになった。
・今後も、サポーターの力量向上を図
るとともに、学校においては、全教職
員で対象児童生徒の支援当たるための
子ども理解の研修や担任だけが悩んだ
り抱え込んだりするのでない組織的な
支援体制の構築が必要である。

44583

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

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。

安全に配慮しながら、さら
なる内容の充実に努める。

なかよし運動会は６／１２に実施。ふれあい作品展は１
／２８～２／２に開催。さよならコンサートは２／１５
に実施。

どの行事も年々参加者が増加傾向で、
安全面の配慮や多様な対応が必要と
なってきている。

5397

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

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。

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。

８／２０～２４に実施。２１名の生徒が参加。 行き先が栃木に変更になったが、内容
は様々な体験活動ができ充実してい
た。

3819

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。

障がい者の就労・生活支援
を一元的に実施

相談件数　　2,839件
相談者数　　　327人
就職者数　　　　49人

就職人数については、平成１９年度の
４２人から平成２０年度の２４人、平
成２１年度の２７人と不況の影響がみ
られたが、平成２２年度は障害者雇用
促進法の改正もあり、回復している。
今後も引き続きハローワーク等関係機
関との連携のより一層の強化や職場定
着事業の実施に努める必要がある。

24,011

子育て支援
課

1314 母子福祉総務事
業

ひとり親家
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

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。

・母子・寡婦相談　1,023件
　（生活　518件、児童　97件、経済的　363件、そ
の他　45件）
・父子相談　5件

・相談内容が多岐にわたるため庁内・
庁外を含めてそれぞれの相談機関
（員）との連携が重要となっている。
・現行1名で週4日の相談体制を拡充が
望まれる。

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

相談業務を通じて受給者を
決定していく。

7名に給付。
（ﾎ-ﾑﾍﾙﾊﾟ-2級　5名、ｹｱﾏﾈｼﾞｬ-　1名、医療事務　1
名）

受講される講座がﾍﾙﾊﾟ-養成講座等に偏
りがある。
講座受講が、就労に結びつき難い。

92

今後の展開の方向　　　事　業　内　容
　事　業

名
事務事業名№ 平成２２年度実績 評価・課題
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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（１
２月を上限）但し、平成２４年(2012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

相談業務を通じて受給者を
決定していく。

17名に給付。 前年度に引き続き給付対象者が増加。
・養成機関への入学に至るケースが事
前相談者に比べて4割程度である。
・給付中の休学及び退学に至るケ-スが
見られる。

20570

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

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）

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。

空家募集において母子世帯等優先住宅及び子育て世帯向
け住宅を設定して募集を行った。
母子世帯・・・４件
子育て世帯・・・４件

　今年度は募集戸数が一定数確保でき
たため、母子・子育て世帯向け住宅に
ついても各４戸ずつ優先枠を確保する
ことができた。
　全体の応募倍率と比較すると、母子
世帯向けについては全体を上回り、子
育て世帯向けは全体を下回った。
　これまでの応募実績を参考にしなが
ら、募集時の優先住宅の配分につい
て、今後慎重に考慮する必要がある。

0

人権男女共
同参画課

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

○　「宝塚市ＤＶ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

「宝塚市ＤＶ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庁内検
討会を設置し、ＤＶ被害者の視点に立った対策の実施や
関係機関等との連携を図ることを目的とした宝塚市ＤＶ
対策基本計画を策定した。

宝塚市ＤＶ対策基本計画に基づき、Ｄ
Ｖ被害者等の支援及びＤＶに関する理
解を深めるための啓発等を行う。

518

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

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）

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。

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
面接相談　１１６件
電話相談　８６９件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「おとなになってからの親子関係に悩むあなたへＰａｒ
ｔ２」（全5回）『参加者延べ33人）
「いつになると自立してくれる？成人した子どもとの関
係を考える親たちへ～自立しない子どもと暮らす親のｻ
ﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」（全５回）（参加者延べ３０
人）

計画どおり実行できた。 №3401
に含む

国際文化課

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。

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。

国際・文化センターの指定管理事業として（特）宝塚市
国際交流協会が実施した。異文化間生活相談53件、外国
人市民生活相談1件。

宝塚市在住の外国人や帰国子女等から
の様々な分野の相談に応じることで、
悩みや不安を解消し、安心して生活で
きるように支援ができた。中国、ブラ
ジルなど非英語圏からの相談希望者へ
対応できる人材の確保が課題。また、
相談内容の専門性に対応できる人材の
確保または専門機関との一層の連携強
化が求められる。

指定管理料
46,550千円
に含まれる

№課名 事務事業名
　事　業
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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

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。

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。

日本語の不自由な児童生徒の学校生活を支援し、学校と
家庭との意思の疎通を助けるために母語を理解するサ
ポーターを派遣した。　　　　　　　　　　　日本語を
母語としない児童生徒に、日本語指導のサポーターを派
遣した。

日本語の不自由な児童生徒の学校での
学習や生活、先生や友達との意思疎通
や保護者と学校との連絡などのサポー
トをしてもらい成果を挙げた。今後、
年齢上がり在日期間が長くなると、生
活言語は話せても、学習言語になると
難しくなる場合があるので、派遣時数
の拡充を検討が必要である。

2884

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）

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。

8,848人 240,168

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。

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。

6,963人 817,343

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監護する父
等に支給する。（所得制限有）
月額　重度 50,750円
 中度 33,800円

国の基準に基づき実施 受給者　446人（Ｈ２３.3月末） 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）

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律に基づき実施

延べ1,747人に支給 国の基準に基づき実施。 25,122

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）

県・市の要綱に基づき実施 延べ166人に支給 県・市の要綱に基づき実施。 1,384

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。

現在の制度を維持継続して
いく。

就学援助対象児童生徒数
小学校　131人
中学校　　47人

国の制度に準拠しており、昨年度と同
様に、特別支援教育の特殊性に鑑み、
特別支援教育の普及奨励を図ることが
できた。

5,689

子育て支援
課

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）

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。

助成対象実人数108人
助成金交付額
　　　　　　1,732,407円
　

少しでも経済的負担の軽減につながっ
た。

1,733

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～９，８５０円

国の基準に基づき実施 受給者　1,607人（H23.3月末）。 国の基準に基づき実施。
平成22年度から父子家庭にも対象拡
大。（約50世帯）

647036

課名 № 事務事業名
　事　業

名
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

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)

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。

3,746人 88767

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)

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。

1,831人 53,728

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。

中級学校の補助額を
70,000円から140,000
円に増額した。

伊丹朝鮮初級学校児童保護者への補助金　19件

尼崎朝鮮中級学校生徒保護者への補助金　10件

各種学校としての位置づけであり、公
的補助が低く保護者負担が大きいこと
から、その一部を補助することによ
り、保護者の経済的負担の軽減が図れ
た。

4,060

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。

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。

準要保護児童生徒数
小学校　1,314人
中学校　　815人

経済的な理由により、就学が困難な児
童生徒に就学援助費を給付することに
より、義務教育の円滑な実施が図れ
た。

156,553

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。

取扱金融機関の拡大など制
度の充実を図る。

０件 斡旋制度であるため、金融機関の審査
で融資を受けることができない場合が
多い。

0

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

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。

(1) 給付
　公立高校生　116名
 私立高校生　　61名
(2) 貸付
　①高校生
　公立高校生　　22名
　私立高校生　　44名
　②大学生
　公立大学　　　　0名
　私立大学　　　28名

　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
又は貸付を行うことにより、修学機会
の拡大に寄与することができた。
　社会情勢の悪化に伴い、申請者数は
増加傾向にある。

41,802

事務事業名№課名 　　　事　業　内　容 平成２２年度実績 評価・課題
　事　業

名
今後の展開の方向

平成２２年度
決算額

（千円）
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

子育て支援
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)

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。

・虐待通告件数237件
・心理相談回数44回
・代表者会議　１回
・実務者会議　3回
・市民啓発講演会１回

要保護児童対策地域協議会の設置によ
り、関係機関の全市的なネットワーク
強化と問題意識の共通理解が図れ、早
期対応が可能になった。

578

子育て支援
課

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。

一層の機関連携に努める。 平成21年度作成したマニュアルを民生委員の研修等で配
布し活用した。

マニュアルの活用をいかに周知するか
が問題である。

№1333
に含む

子育て支援
課

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。

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。

・市広報の１１月号で児童虐待防止に関する特集を組み
啓発。

児童虐待防止についての啓発や、相談
窓口を周知することができた。

№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

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（12ヶ月）
・人権週間記念事業において、児童虐待の問題をテーマ
とした講演会を実施（12/9）

計画どおり実行できた。 346

子育て支援
課

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。

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
　

（子ども家庭支援センター）
４名の家庭相談員が各種研修会に参加した。　計12回
（内訳7、9、10、11、3月は各１回。4、2月は２回。
12月は3回）

家庭相談員が各種研修に参加する中
で、カウンセリング力の向上に繋がっ
た。しかし相談業務が、複雑多様化し
ているため、更なる研修をする必要が
ある。

№1333
に含む

教育支援課 教育相談事業 子どもの健やかな成長を願って、教育上（発
達、心理等）の様々な問題や悩みの相談に応じ
る。

現況（Ｈ21）
臨床心理士嘱託７人　８報
８人
今後も継続実施

教育相談員によるとして継続的な来所相談（原則親子並
行面接）や、学校園等関係機関との連携を行うことで、
相談者の主訴が解消され、相談が終了されることをめざ
した。

週１回の面接実施が主訴解消には効果
的であるが、相談受理件数の増加に伴
い、現状の相談員体制では隔週1回や月
1回の来所相談を余儀なくされ、相談終
了までの期間が長くなっている状況で
ある。厳しい状況であるが、更なる相
談体制の見直しが必要である。

56605

子育て支援
課

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

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。

・相談体制強化
　家庭相談員４人、係長２人体制
　（１０月１日より係長１人増員）
・子ども家庭なんでも相談
相談件数　　826件
相談延べ回数12,082回
・ショートスティ利用回数
　　　　　　65回
　　　〃　　利用延べ日数
　　　　　１98日

気軽に相談できる場と安心できる雰囲
気づくりに努めたため、各相談件数と
も増加し、相談者が抱える子育て等の
不安の軽減に役立った。
又、相談件数が大きく増加したため、
人員の増を行い、対応の充実を図っ
た。

№1333
に含む

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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個　　　別　　　事　　　業
１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

子育て支援
課

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。

他の機関とのより一層の連
携を図る。

・２４時間電話相談　316件
・子育て家庭ショートステイ
　延べ利用日数１98日
・緊急一時保護受け入れ
　　　　　　０日

ショートステイについては、必要な時
に、利用ができた。電話相談について
も、夜間や早朝を含めて利用があり、
利用者の不安解消につながった。

10,553

子育て支援
課

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。

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。

電話相談件数年間316件（時間帯：早朝63件、日中86
件、夜間167件）　　　　　　　※夜間は１７時３０分
～２４時　相談内容　養護、保健、障害、育成等

夜間や早朝を含めて利用があり、利用
者の不安解消につながった。

№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。

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。

・子どもに関する相談・支援件数
　　　　　２，１２９件
・要保護児童の発見通告・仲介件数
　　　　　　　　６２件
・３歳児健診未受診児訪問
　　　　　　　　62件

２２年度から児童虐待防止の取り組み
で兵庫県の運動に呼応し、兵庫オレン
ジネット推進事業に参画し、防止啓発
の取り組みが拡大している。

31346

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（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

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。

支給延べ児童数　40,202人 平成22年4月分以降は、子ども手当が
支給されるため支給なし。

262330

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。

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。

17,214人 412,628

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。

保育料の公私間格差もあ
り、制度を継続する。

2,135件の補助金を交付 保護者の負担軽減と公私間格差の是正
を図り、幼稚園教育の振興を図ること
ができた。

165,423

子育て支援
課

1404 子ども手当事業 子ども手当
事業

平成22年度等における子ども手当の支給に関す
る法律に基づき、中学校修了前までの子どもに
子ども手当てを支給する。
　　一人あたり１万３千円

児童手当に変わる制度とし
て、平成22年4月から子
ども手当制度が実施された
が、平成23年10月以降の
制度のありかたについて、
児童手当の復活を含めて見
直される方向にある。

支給延べ子ども数　309,851人 制度の恒久化が望まれる。 4,028,063

課名 №

№課名

事務事業名
　事　業

名

事務事業名
　事　業

名
今後の展開の方向

今後の展開の方向　　　事　業　内　容

　　　事　業　内　容

平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）
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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。

ワークライフバランスを
テーマとした講座を実施す
る。

男性セミナー
「育児こそ僕らの生路（生きる路）」（全３回）（参加
者延べ　子ども３２人　おとな２３人）
「普段着を変えて、自分を変えて、未来を変えよう！」
（参加者１２人）

計画どおり実行できた。 112

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。

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。

宝塚市雇用促進連絡協議会と連携し、育児・介護休業法
セミナーを開催するとともに、啓発冊子等を配布し情報
の提供を行った。
育児・介護休業法セミナー実施　平成２２年７月２０日
参加者１７名

女性雇用に関する情報提供や啓発が実
施できた。参加事業所が増加するよう
セミナーの内容を工夫する

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。

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。

　育児休業の取得できる範囲の拡大や再度の育児休業を
取得できる条件を緩和した。また、時間外勤務の免除や
制限範囲を拡大するとともに、子の看護休暇の拡充を
行った。後期計画の初年度に当たって、研修の強化を
行った結果、男性職員２名が育児休業を取得した。

　子育て支援制度について、引き続
き、職員への周知を行い、制度利用の
推進と活用しやすい職場環境整備を推
進する。また、男性職員の積極的な子
育てへの参画を促していく。

0

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

学校教育課

宝同協に委託している事業。商工勤労課が事務局になっ
て行っている。

育児休業法セミナーを開催した。参加
企業を増やすこと。

20

商工勤労課

宝塚市雇用促進連絡協議会が主催する「育児・介護休業
法セミナー」（平成２２年７月２０日）、「メンタルヘ
ルスセミナー」（平成２２年１０月２１日）、「株式会
社ダイキンサンライズ摂津見学会」（平成２３年２月４
日）に参加するよう宝塚市人権・同和教育協議会に働き
かけを行った。

参加者が少ない 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）

男女共同参画社会をめざす
自主活動助成事業及び男女
共同参画を推進する様々な
講座等を実施する。

男性セミナー
「育児こそ僕らの生路（生きる路）」（全３回）（参加
者延べ　子ども３２人　おとな２３人）
「普段着を変えて、自分を変えて、未来を変えよう！」
（参加者１２人）５グループが実施
「参加型講座：ふわふわパパデー」
「参加型講座：おいしく食べて元気に生きる」
「講座：今を生きる人のための　ライフＵＰセミナー」
「記録映画「いのちの作法」上映とトーク」
「マップ作成：宝塚駅周辺の障がい者対応レストラン
マップの作成等」

計画どおり実行できた。 №3401
に含む

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年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

平成２２年度
決算額

（千円）
課名 № 事務事業名

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向

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。

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。

平成２２年度実績 評価・課題
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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

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）

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。

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
面接相談　１１６件
電話相談　８６９件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「おとなになってからの親子関係に悩むあなたへＰａｒ
ｔ２」（全5回）『参加者延べ33人）
「いつになると自立してくれる？成人した子どもとの関
係を考える親たちへ～自立しない子どもと暮らす親のｻ
ﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」（全５回）（参加者延べ３０
人）

計画どおり実行できた。 №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。

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。

男女共同参画センターだより「エル・コンパス」を発行
第１２号「活かそう！シルバーパワー」
第１３号「女も男も生涯現役！」
第１４号「人、男、女、広がる絆」
（各2,500部）

計画どおり実行できた。 №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）

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。

男性セミナー
「育児こそ僕らの生路（生きる路）」（全３回）（参加
者延べ　子ども３２人　おとな２３人）
「普段着を変えて、自分を変えて、未来を変えよう！」
（参加者１２人）
女性セミナー
「主婦パート　最大の非正規雇用」（参加者２６人）
「女性とメディア～新聞の果たした役割～」（参加者１
８人「司法手続きとジェンダー平等～刑事裁判における
女性の位置づけ～」（参加者１２人）

計画どおり実行できた。 №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）

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。

資格取得セミナー
「ビジネスマナーの宝石箱　秘書技能検定２級試験対策
講座」（全１２回）（参加者延べ１１０人）
女性のためのキャリアアップセミナー
「就職するには？就職したら？仕事ＫＮＯＷ－ＨＯＷ丸
ごと攻略法」（全４回）（参加者延べ５３人）

計画どおり実行できた。 №3401
に含む

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）

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。

男女共同参画センターだより「エル・コンパス」を発行
第１２号「活かそう！シルバーパワー」
第１３号「女も男も生涯現役！」
第１４号「人、男、女、広がる絆」
（各2,500部）

計画どおり実行できた。 №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）

○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

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
　　３６回　５５５人
○父親学級（両親学級）
　　１２回　受講組数２２５組

育児体験・実習を中心とした内容とし
ており、好評を得ている。

944

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

子ども政策
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。

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

はなみずき保育園（定員90人）を宝塚市川面に誘致整備
し、平成23年4月開園した。
Ｈ22年度末　２４か所　定員2,385人

待機児童解消に向け、はなみずき保育
園（定員９０人）を平成２３年４月に
開園した。
依然、待機児童の解消には至っておら
ず、引き続き平成２３年度に定員１２
０人の認可保育所を誘致整備し待機児
童解消を目指す。

126,989

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。

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。

既存８園で実施。 年間延べ3,337人の児童を受け入れ、
待機児童の解消に寄与した。

200,653

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。

継続実施 ４月から公私立２３園（２分園含む）で、総定員2,295
人に緊急枠２７０人を加えた、総受け入れ枠２，５６５
人を確保し、保育を実施した。
また、特別支援保育として、障がい児を４０人（市立保
育所２１人、私立保育所１９人）受け入れた。

待機児童は減少しておらず、さらなる
受入枠の拡大が必要である。

市立保育所
　
276,371
私立保育所
　
1,493,467

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。

新たに子育て支援事業助成
を創設する。

・職員加配への助成、延長保育等の特別保育事業への助
成により公私間格差の是正を図った。
・昨年度の３ヵ所に加えて、新たに３ヵ所（計６ヵ所）
に、子育て支援事業に対する助成を行った。

・公私間の格差是正により、入所児童
の健全な育成と私立保育所の円滑な運
営に資した。
・子育て支援を公立保育所にとどまら
ず、私立保育所においても実施するこ
とにより、より地域に根ざした支援活
動を実施した。

500,368

保育課

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。

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。

国の子育て施策として幼保一体化等の
議論が進められていることから、国の
動向を注視しながら、整備を検討す
る。

1,392

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。

継続実施 保育環境の水準を維持するために、わかくさ保育所の改
修工事を実施した。
また、耐震診断で補強が必要とされためふ保育所につい
て、工事設計を実施した。

市立保育所は大半が築後20年～40年
経過し老朽化が進んでいることから、
保育環境の水準を維持するために改修
工事が必要である。
また保育中の安全と環境の維持のため
に、耐震補強工事は急務である。

14,085

子ども政策
課

宝塚市福祉サービス苦情解決制度　受付件数：０件
制度の理解を深めるため第三者委員が研修を受講した。

平成22年度の苦情（相談）受付がな
かったことは、関係施設職員による良
質なサービスの提供によるところが大
きいと考えられるが、施設利用者に対
しては、広く制度を周知していく必要
がある。

6

保育課

引き続き、市立保育所長会、私立保育園長会で苦情の内
容、対処策等について情報の共有に努め、保育内容の見
直し、質の向上に努めた。

現に苦情対処をした職員の精神的なケ
アについて検討が必要である。

市立保育所
№２３０３
に含む。

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）

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。

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。
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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。

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

平井保育所で第三者サービスを審した。（受審済み
５ヵ所）

保育内容について、第三者の手によっ
て客観的に検証することができた。

市立保育所
№２３０３
に含む。

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。 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

市立４園、私立全園（分園を含む１５園）で生後57日目
から保育を実施した。

早期の職場復帰を希望する保護者の
ニーズに応え、就労機会の拡大に寄与
した。

市立保育所
 №230３
に含む

私立保育所
 №230３-2
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。

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

市立８園、私立保育園13園(分園２園除く)の公私立全園
で実施した。
このうち、３カ所において20時までの延長保育を実施し
た。

保護者の就労形態の多様化に伴う保育
時間の延長に対する需要に対応した。

市立保育所
 №2304
に含む

私立保育所
 №2304-2
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）

新設保育園を含め全園で実
施する。

公私立全園で世代間交流や異年齢交流等、各保育所にお
いて地域の特性等を勘案して実施した。

地域との交流、世代間の交流を図るこ
とにより、入所児童の社会性の育成に
寄与した。

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。

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

引き続き私立保育園9園で一時保育を実施した。 市立保育所での実施に向けて関係協
議、施設改修を実施する。

私立保育所
 №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。

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

引き続いて武庫川左岸にある、病後児保育室ひまわり
ルームで実施した。

1ヵ所で市内全域をカバーするのは困難
であり、武庫川右岸地域の需要を満た
すために関係機関との協議を行う。

5580

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
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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

☆
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。

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

実績なし。 平成23年度中の開始を目指して、法人
との協議を進めていく。

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

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。

実施について検討する方
向。

小学校の参観日に在園児の預かりを実施（延べ611人） 保護者からは、小学校のどの学年の参
観日にも預かってほしいという希望が
あるが、行事等の関係上難しい。

0

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。

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

○夏休み期間中の待機児童対策として、保護者が行う自
主保育事業の経費の一部に対して助成を行った。（実施
箇所2カ所 ①宝塚第一小→参加人数：12人、②宝塚小・
売布小合同→参加人数17人、うち宝塚小7人、売布小10
人）
○長尾地区の待機児童を対象として、ＮＰＯ長尾すぎの
子クラブが実施している学童保育事業の経費の一部に対
して助成を行った。（入所児童数最大29人）

○保護者会が行う事業への支援は夏休
み期間中の保護者の不安解消と児童の
安全な生活の場が確保できた。
○民間（ＮＰＯ法人）による学童保育
への支援は待機児童対策として有効な
ものである。

4,878

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。

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

入所児童数が71人以上の育成会を、児童の情緒の安定と
事故の防止を図り運営に対する国の補助要件を満たすた
めに2つに分割し運営した。
山手台小育成会は入所児童数の増に対応するため定員を
40名から60名に拡大した。
児童数の増と余裕教室不足に対応するため西山小育成会
室を建設した。

大規模育成会について国の規模適正化
の方針に沿った分割、運営ができた。
山手台小育成会については定員拡大に
より待機児の発生を防止できた。
西山小育成会について学校敷地内に育
成会室を建設し教室不足と児童数の増
に対応できた。
平成20年度から延長保育を実施し、午
後6時半まで保育を行っているが、午後
7時までの延長の要望がある。

204,277

課名 № 事務事業名
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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

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。

みんなの先生やふるさとの先輩など地域の人材を教育活
動に幅広く活用。特に、図書ボランティアの充実を図
り、学校内での図書活動の活性化を図る。また、幼稚園
では、花や野菜づくりなどの園芸や栽培活動の充実を図
る。

みんなの先生や各種ボランティアの活
用が定着してきている。予算が限られ
ている中、事業内容の工夫が求まられ
ている。

5015

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。

今後も引き続き、社会体験
学習等の一層の充実を図
る。

市内１２中学校と１養護学校の２年生に在籍する生徒１
７０７名が、５７７箇所の地域の事業所で体験活動を実
施した。また、その後、報告会やトライやる・アクショ
ンなどで地域の方や事業所に自分達の活動を報告をした
り、交流行事を持つなどした。

平成２２年度から、市内の推進協議会
の開催を２回から３回に増やし、トラ
イやる・ウィーク期間中に市のマイク
ロバスを運行して西谷方面に行く生徒
を送ったりするなど事業内容に工夫を
した。今後の課題は、本来の趣旨の周
知と事業所の確保があげられる。

9618

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。

引き続き、充実し継続す
る。

小学生用　17,500冊
中学生用　　7,000冊
印刷し小・中学校へ配布

148

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。

平成２１年度から実施
今後も継続実施

市立小学５年生が４泊５日の宿泊を伴った体験学習を実
施し、小学３年生が体験型環境学習を実施した。

自然学校（2,236名参加）
環境体験事業（2,218名参加）

自然学校においては、年々予算が削減
されているため、民宿から公的な宿泊
施設に変更し、予算削減に取り組ん
だ。環境体験事業においては、交通費
をかけて遠くに行って活動するのでは
なく、身近な地域で体験し、予算を削
減する必要がある。

41,876

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。

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。
2年間交流の初年度である今年度は、学校行事等の様子や
手紙等をDVDや冊子にして送りあい、交流を図った。

行事や作品等を送りあう交流は、少な
い予算で実施が可能であるが、来年度
松江市の児童生徒が来ることになる
と、松江市の予算次第となっている。

39

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。

安全に配慮しながら、さら
なる内容の充実に努める。

なかよし運動会は６／１２に実施。ふれあい作品展は１
／２８～２／２に開催。さよならコンサートは２／１５
に実施。

どの行事も年々参加者が増加傾向で、
安全面の配慮や多様な対応が必要と
なってきている。

5,397

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。

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。

８／２０～２４に実施。２１名の生徒が参加。 行き先が栃木に変更になったが、内容
は様々な体験活動ができ充実してい
た。

3,819

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。
○幼稚園巡回カウンセリング
○学校園訪問相談事業

支援の必要な児童生徒に適
切な支援を行う。

３月にサポーター配置希望調査を行い、４月当初より全
小学校に週１日、希望する中学校に週１日～３日のサ
ポーターを配置した。４月に新たな環境での学校生活に
おいて課題がみられる子どもについて追加配置の希望調
査を行い、５月末より配置した。

・サポーターが配置されたことで対象
の子どもの大半がおちついた学校生活
が送れるようになった。
・今後も、サポーターの力量向上を図
るとともに、学校においては、全教職
員で対象児童生徒の支援当たるための
子ども理解の研修や担任だけが悩んだ
り抱え込んだりするのでない組織的な
支援体制の構築が必要である。

44,583

課名 № 事務事業名
　事　業
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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

市立病院
院内学級の利用者２名
（小学４年男児、小学６年女子）

長期入院で学習許可を受けた者に対し
て、早急に学級を開設した。

0

学事課

教育支援課

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）

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。

対外課外活動補助事業では、県大会以上の参加に対する
補助が４７件あり、大会参加費、交通費、宿泊費の補助
を行った。また、市内１２中学校に合計４８人の部活動
外部指導者を配置し、各校の部活動でより専門的な指導
ができるようにした。一堂に会す大会の少ない吹奏楽部
には、５月に「フレッシュ・コンサート」という合同演
奏会の場を設けた。

心身の成長が著しい中学生が、教科学
習や学級活動、学校行事以外にも、更
に多くの経験を積む事ができる場であ
る部活動の発展と充実の補助につなげ
ることができた。
今後とも、各中学校や部活動と連絡を
取り、適切な形で市内部活動の充実を
図る。

12,739

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。

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。

日本語の不自由な児童生徒の学校生活を支援し、学校と
家庭との意思の疎通を助けるために母語を理解するサ
ポーターを派遣した。　　　　　　　　　　　日本語を
母語としない児童生徒に、日本語指導のサポーターを派
遣した。

日本語の不自由な児童生徒の学校での
学習や生活、先生や友達との意思疎通
や保護者と学校との連絡などのサポー
トをしてもらい成果を挙げた。今後、
年齢上がり在日期間が長くなると、生
活言語は話せても、学習言語になると
難しくなる場合があるので、派遣時数
の拡充を検討が必要である。

2,884

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。

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。

各学校での日常の練習を中心に活動し、年１回の発表会
のほか、各地域における行事で演奏活動等を行った。

個性豊かな人間形成が図られ、音楽文
化の担い手を育てるとともに、市民の
音楽文化の底辺拡大が図られた。

7,327

学校教育課

・全体会、中学校部会、中高連絡会、小学校部会、実践
発表会、講演会を開催し、生徒指導に関する情報交換、
研究を行った。

予定していた会を全て実施することが
できたが、小学校部会を１回しか開催
する事ができなかった。

2851

青少年セン
ター

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。

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

（自由活動）２２校、（ステップ活動）、３校（選択活
動）、4校

学校と自治会が一緒になって福祉教育
に取り組めている地域があった。新た
なプログラムの開発・実施が課題であ
る。

855

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。

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１校で実施 校長会などで周知し、実施校数を増や
す必要がある。

44
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平成２２年度

決算額
（千円）

学校教育法に基づく院内学
級であり、継続する。

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。

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。

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。
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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

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）

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。

学校支援ボランティアと学校とを繋げる地域コーディ
ネーターを６人配置し、継続して支援した。

学校に配置する地域ボランティアを増
やすことが望まれるが、この県との委
託契約の方式は２２年度で終了。２３
年度からは県費補助事業として継続す
ることになるが、予算規模縮小にな
る。

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。

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

市立全小中学校に緊急雇用就業機会創出事業の予算で学
校図書館司書を配置した。1校につき1日4時間、年間６
０日の配置である。

司書を配置することにより、学校図書
館の環境整備が行われ、児童生徒に
とって魅力ある図書館となった。その
ため来館する子どもも増えた。今後、
拡充が必要である。

17,199

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。

平成17年度(2005年度)
より、市立全学校園におい
て実施する。

平成17年度より宝塚市立全学校園において実施してい
る。

学校園運営に関して校園長が地域住民
等に意見を求めるため学校評議員制度
の更なる充実を図る。

0

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。

ＰＴＡ協議会の自主性を尊
重しながら活動を支援す
る。

10校の単位PTAの研修を支援し、1081名が参加した。 支援実施の単位PTA 数が減少してい
る。

100

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

ニーズに応じた視聴覚教材
の充実に努める。

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貸し出しを行った。

今後においても、同視聴機器の貸し出
しが可能な旨、利用案内の配布を行い
取り組みを行う。

367

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。

事業の内容を見直しつつ、
継続実施

（財）宝塚市スポーツ教育振興公社に委託し、２４の市
民スポーツ大会、１５の市民スポーツ教室、少年スポー
ツ振興事業、地域スポーツリーダー活性事業、松江市と
のスポーツ交歓会を実施する。宝塚市体育協会には１０
６万円の補助金を交付する。

左記事業内容を実施し、市民の社会体
育の振興に寄与した。今後もスポーツ
振興計画に基づいて、社会体育の振興
事業を推進していくが、市民ニーズや
指定管理者からの提案の機会等を通じ
て実効性のある事業を行う必要があ
る。

9890

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。

平成１７年度(2005年度)
中に全小学校区２４校にス
ポーツクラブが設立。今後
は、クラブの自立に向け支
援していく。

「スポーツクラブ２１ひょうご」宝塚市推進委員会を１
回開催
スポーツクラブ２１たからづか連絡協議会を２回開催

連絡協議会が主体となり体育の日の事
業において、スポーツクラブ２１交流
大会及び市民が参加できるニュース
ポーツ体験コーナーを実施し、多数の
市民が参加した。各スポーツクラブの
運営においては、適正な会費徴収に向
けての調査・検討を要する。

25

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向課名 № 事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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個　　　別　　　事　　　業
３　教育環境の整備

（２）　社会教育の推進

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。

事業の内容を見直しつつ、
継続実施

総合体育館メインアリーナで、ニュースポーツ体験・市
民体力測定、サブアリーナで、スポーツクラブ２１交流
大会（オーバルボール）を行った。参加者は３０１名。

当日野球場・テニスコート・プール等
を開放することで市民のスポーツをす
る機会を提供し、好評を得ている。更
なる市民参加を促すことが課題

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。

今後も継続して事業を行
う。

４，２４８人 マラソンランナーが選ぶランニング１
００撰にも過去２回選出されるなど、
全国的にも知名度の高い大会となって
きている。今後も、健康で安心して暮
らせるまちづくりのシンボル的大会と
するとともに、全国各地から参加者を
募ることにより、本市の活性化を促
し、観光の目玉となるような大会を目
指す。

6284

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。

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人
西公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ
103人　受講
7/21～24実施

中央公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 219名
東公民館　8ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　208人
西公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　145人　受講
7/26～29実施

参加した子ども達が地域の大人達から
熱心に学び、共に楽しく交流が図れた
ことに非常に意義があった。

100

中央図書館

200

西図書館

222

中央図書館

児童書を5,561冊購入した。
平成22年度行事参加人数
総数5091人（一般2888人、児童2203人）

今後も継続して事業を行う。 7,140

西図書館

児童書を3,341冊購入した。
平成22年度行事参加人数
総数4371人（一般1884人、児童2487人）

今後も継続して事業を行う。 4,806

国際文化課

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。

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。

平成22年度交付決定者11名（第1回目）、留学修了者7
名（第2回目）

寄付者の遺志に基づき創設された「松
本・土井アイリン海外留学助成金」を
原資として、青少年の海外留学に要す
る費用の一部を助成することで国際性
豊かな未来を担う青少年を育むことに
寄与した。留学先（国、地域）が多様
化しているので、様々な教育機関の留
学制度情報を収集し、時代にあった助
成制度とする必要がある。

6,200

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。

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。

成人式運営委員11人会議9回開催。成人式当日は新成人
対象者の55.4％の1156人が参加した。

成人に対する社会の考え方が変化する
中で、参加者の記憶に残る意義のある
成人式が求められる。

3,565

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

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。

今後も継続して事業を行
う。

｢宝塚市子どもの読書活動推進計画｣に基づき、広報への
特集記事掲載や子育て情報誌への絵本紹介記事協力等、
PRにより利用者増を図った。また、｢ぬいぐるみのお泊
り会｣等新規行事を企画・開催した。学校等で子どもたち
に絵本の読み聞かせを行ってもらうボランティア養成の
ために｢絵本の読み聞かせボランティア養成講座｣を中央
図書館で開催した。西図書館では｢ストーリーテリングボ
ランティア養成講座｣「図書館ボランティアレベルアップ
講座」を開催した。また、｢子どもの読書活動推進委員会
事務局｣として、計画の管理進行を行った。

平成23年度も引き続き、児童書の購入
に努めるとともに、学校等で子どもた
ちに絵本の読み聞かせを行ってもらう
ボランティア養成のために｢絵本の読み
聞かせボランティア養成講座｣を中央図
書館で開催する。西図書館では｢ストー
リーテリングボランティア養成講座｣を
開催する。また、引き続き｢子どもの読
書活動推進委員会事務局｣として、計画
の管理進行を行う。

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。

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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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。

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。

認定こども園の運営を通じて交流を図り、保育所保育と
幼稚園教育の相互理解を深めた。
また、同校区内の近隣幼稚園や小学校とも交流を行っ
た。

保幼小の交流が積極的に図れるような
仕組みづくりが必要。

市立保育所
№２３０３
に含む。

学校教育課

学校教育指導事
業

夏季休業奇異間の1週間、市内公立保育所および西谷認定
こども園で幼稚園教諭が体験実習研修を行い、幼稚園と
の連携を深める。保育士から乳幼児の発達について学ぶ
研修の機会をもつ。

保育所の内容を実際に体験を通して学
ぶことができた。

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。

実施について検討する方
向。

小学校の参観日に在園児の預かりを実施（延べ611人） 保護者からは、小学校のどの学年の参
観日にも預かってほしいという希望が
あるが、行事等の関係上難しい。

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。

今後も継続実施 公立幼稚園１２園に年間９回の巡回相談を実施し、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（延べ２９３件）に応じた。

・園の規模等により、相談件数当に格
差が生じている。保護者等への更なる
周知が必要である。
・カウンセリングに対して身構える保
護者もあり、園からの保護者への声か
けが難しい。巡回相談員との更なる連
携が求められる。

Ｎｏ.３１０８
に含む

３　教育環境の整備

（４）　男女平等教育の推進

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年度実績 評価・課題

3301

平成２２年度
決算額

（千円）

課名 № 事務事業名
平成２２年度

決算額
（千円）

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向

48,504

平成２２年度実績 評価・課題

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

①男女共同参画に関する情報の収集および提供
図書134冊、ＤＶＤ１０本を追加
図書貸出冊数　2972冊
新聞クリッピングコーナー　エルシネマ
②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（2回）エル保
健室(4回）面接相談　１１６件
電話相談　８６９件
③男女共同参画の推進を図るための啓発講座の開催　男
女共同参画エンパワメントセミナー（7回）女性セミナー
（3回）男性セミナー（3回）こころとからだのリフレッ
シュセミナー(2回）親子育ちセミナー(5回）ＣＡＰワー
クショップ(3回）女性キャリアアップセミナー（4回）
女性のためのからだのセミナーフリートーク(6回）資格
取得講座(12回）エル・キッズルーム（(25回）
④男女共同参画に関する市民活動の支援　エルフェス
タ、センターフェスティバル、市民活動応援セミナー（3
回）利用登録グループ連絡交流会(6回）
⑤貸館　来館者数（56,510人）学習交流室の稼働率５
４％

計画どおり実行できた。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

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。
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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。

平成１７(2005)～１８
(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。

各保育所において、職員間で男女差なく活動できる保育
内容について、環境設定や教材の検討見直しを行った。

検討や見直しを行う中で、個性を大切
にすることを意識しながら保育を行う
ことが出来た。

市立保育所
№２３０３
に含む。

学校教育課
人権教育推進事
業

平成19年度改定の「自分らしく生きる」の活用を図り、
内容の検討を図った。

資料収集・選定及び開発を進める。 0

学校教育課
人権教育推進事
業

教職員パワーアップ支援室にて、教員の資質向上の一貫
として、図書の貸し出しを行った。

図書の貸し出しをすることにより、教
員の資質向上に努めることができた。

0

教育研究課
　

教育研究課

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。

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。

現職研修として、教育総合センター主催の研修では実施
せず。

教育総合センターでの研修としては、
実施していないが、各学校園のおいて
個別に実施を推奨していく。

0

中央公民館

5102
再掲

公民館講座事業 親育ち講座

○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。

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。

子ども育ち講座
「みんなの子育て聞いてみませんか？」

３日間　延べ４５人

子育て中の母親の交流をとおして、保
護者が普段から行っていること、考え
ていることを伝えることにより育児の
負担を軽減することができた。

43

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が在籍する学校及び
長欠児童生徒宅を訪問し、児童生徒、保護者、
学校をつなぐ。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。

今後も継続実施 学校から報告のあった長欠児童・生徒について、①訪問
指導、②適応教室、③Ｐａｌふれんど訪問で対応した。
その結果、不登校への学校の対応力が高まり、ここ数年
増加傾向にあった中学校における不登校生徒の出現率が
低下した。また、適応教室においては、専門性を活かし
ながら、多様化、困難化する不登校への対応に取り組ん
だ。さらに、引きこもり状況の子どもたちには、Ｐａｌ
ふれんどを派遣し、家庭での関係作りを通して外に出る
力をつけていくよう支援した。

学校現場においては、不登校状態が長
期になっているにもかかわらず、支援
につながらず状況が改善されないケー
スもまだまだ多数あり、今後は学校現
場とのさらなる連携が必要である。

22,806

教育支援課

3108
再掲

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。
○幼稚園巡回カウンセリング
○学校園訪問相談事業

支援の必要な児童生徒に適
切な支援を行う。

３月にサポーター配置希望調査を行い、４月当初より全
小学校に週１日、希望する中学校に週１日～３日のサ
ポーターを配置した。４月に新たな環境での学校生活に
おいて課題がみられる子どもについて追加配置の希望調
査を行い、５月末より配置した。

・サポーターが配置されたことで対象
の子どもの大半がおちついた学校生活
が送れるようになった。
・今後も、サポーターの力量向上を図
るとともに、学校においては、全教職
員で対象児童生徒の支援当たるための
子ども理解の研修や担任だけが悩んだ
り抱え込んだりするのでない組織的な
支援体制の構築が必要である。

44583

3402

平成２２年度実績

3403 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）

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。

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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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。

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

結果（Ｈ22）
定例ケース会議　‥　毎月１回実施
　　　　　　　　　　９１件　　　　　　　個別ケース
会議　‥　年間６３回実施

中学生放火事件後、学校園に対して改
めて虐待や非行に関する要管理の子ど
もについて調査し、センターの管理下
においた。Ｈ23年度から配置したス
クールソーシャルワーカーを有効活用
して具体的な見立てと手立てを確立し
ていけるかが課題である。

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。

現況(H21.12月末)
 114件
今後も継続実施

結果（Ｈ22）
　106件

学校関係者から非行や不服従・退学当
の相談や保護者による虐待に関する相
談が多く、関係者を集めた会議や個別
ケース会議に発展する場合がしばしば
あった。

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。

現況(21年12月末)
 410件
今後も継続実施

結果（Ｈ22）
　389件

Ｈ２２年１０月より、２４時間対応の
悩みの電話相談を始めたが、本年度は
午前９時から午後７時以外は、他の担
当課へ転送する体制で臨む。成果は目
に見えるものではないが、悩みを持つ
こどもの心の居場所としての機能を果
たしている。

778

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。

年間数件程度実施 結果（Ｈ22）
　1校1件2名～４名（殆ど毎日）

個別の取り出しにより、寄り添いなが
ら指導ができた。

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。

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。

結果（Ｈ22）
　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　　　　　　　　　　　　　　退
学・離職・無業者の青少年が、次の進路に進んだ割合
が、３分の２程度ある。

退学・離職・無業者の青少年が、次の
進路に進んだ割合が、３分の２程度あ
り、成果がみられる。
今後も継続実施

42

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。

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。

「いじめ問題解決に向けてー参考資料ー」を新採用教
員、市内への転入教員に配布。

いじめ問題が深刻になりつつある昨
今、市立学校教員が本マニュアルを手
もとに置いていじめに取り組めたのは
有意義であった。

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21年度（2009年度）以降、全12中
学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

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

（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2２年度全
12中学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

県に対して、小学校の配置に追加希望
を挙げていく。

0
＊国・県の事

業

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向課名 № 事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）
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　　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

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、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）

現況（Ｈ21）
学校カウンセリング講座1
回。
今後も継続実施

子どもたちの心の変化や身体に表れる兆しの早期発見、
的確な対応力向上に向けて学校カウンセリング講座の開
催（年１回：講師は大学教授））

今後も継続実施。 Ｎｏ.１３３６
に含む

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を実施し、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。

現況（Ｈ21）
指導主事：2人、非常勤嘱
託：7人、その他相談員：
延べ12人/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人、非常勤嘱託：7人、その他相談員：延べ
12人/W。
相談件数（相談受理件数４１３件、面接回数延べ９８６
６回、電話相談受理件数1２８８件）

週１回の面接実施が主訴解消には効果
的であるが、相談受理件数の増加に伴
い、現状の相談員体制では隔週1回や月
1回の来所相談を余儀なくされ、相談終
了までの期間が長くなっている状況で
ある。厳しい状況であるが、更なる相
談体制の見直しが必要である。

Ｎｏ.１３３６
に含む

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。

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

不登校やひきこもりに悩む子どもとその保護者が気軽に
集うことのできる場（ひろば）の提供と不登校やひきこ
もりへの理解を推進する啓発事業を行った。
居場所の開設：５箇所
啓発セミナー開催：１回

居場所への参加者が限られていること
や思春期の子どもたちの参加をを増や
すため、更なる啓発が必要である。
また、外へ出て情報を得ることの出来
ない当事者へどう情報発信していくか
も課題となっている。

4,945

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。

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

結果（Ｈ22）
○夜間特別補導　‥　夏４回・冬１回
○特別補導（行事）‥11回
○一斉補導　‥　月１回
○班別街頭補導　‥　月１回×23班
○関係機関合同補導　‥２回
○一般補導　‥　多数実施

多くの補導活動を実施した。今後とも
情報交換しながら補導活動を推進して
いく。

66

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。

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

結果（Ｈ22）
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（７月）
〇「わかば」を毎月１回発行

○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
を７月の１回だったが、本年度は加え
て１１月にも実施する。
○「わかば」については、青少年の健
全育成に係る関係者の写真や記事を多
用し、相互の連携や理解を深めてい
く。

0

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。

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。

結果（Ｈ22）
　関係機関の会議への参加‥47回

今年度も積極的に参加し、連携の強化
をはかっていく。

0
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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

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。

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育成市民会議が青少年育成に関す
る開発活動を実施し、青少年育成市民会議推進本部が11
月に健全育成大会を実施し、1月にふれあい凧あげ大会を
実施した。

各校区で地域の実情に沿った啓発活動
が実施され、青少年の健全育成に成果
があった。

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

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。

子どもの権利条約についてのリーフレットを中学校１年
生に配布。

リーフレットを児童・生徒に配布する
ことで、授業などで活用し、人権につ
いて考えを深めることができた

0

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年生に配布し、また、子ども議会などでも子
どもの権利について啓発した。

子どもたちには、毎年学校を通じてパ
ンフレットを配布し啓発しているが、
大人へは各公共施設に配布しているだ
けなので、啓発の方法が課題。

260

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。

継続実施 家庭教育学級12学級を開設 家庭教育学級に対して適切な助言が出
来なかったが、各学級から「手探りで
しんどい部分もあったが、最終的に
やってよかったと思う」という声を多
く聞き、自主的な活動の中で自立した
活動に繋がったと考える。

№5101
に含む

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。

親子育ちセミナーの中で実施
する。

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（全２５回）（参
加者延べ　子ども１７６人、おとな１８０人）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショップ」（参加
者　子ども１４人　おとな１４人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさず子育て
する方法　親を楽しむ５つのスキル～」（全５回）（参
加者延べ１１８人）

計画どおり実行できた。 №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

きらきら通信等情報紙に掲
載

子育て通信「きらきら」を通して、子どもの立場からの
子育てヒント、親子遊び等の情報を掲載

親子の実態からニーズに即した内容を
掲載することができた。

№1101
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

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

人権文化センターだよりおよび文化祭
での展示、保育所だより等で子どもの
「つぶやき」を広く伝える。

市立保育所
№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

センターだより（年４回発行）
くらんど：16400部
まいたに：13100部
ひらい　：8000部

配布地域への情報・発信に効果があっ
たが、予算的に配布地域の拡大は困難
である。

くらんど：
302
まいたに：
164
ひらい　：
138

学校教育課 学校教育指導事
業

広報紙を通じて幼稚園から
の情報の発信を継続する。

0

3517 乳幼児の思
いをくみと
る取り組み

の推進

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。

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。
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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

子ども家庭支援
センター事業

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。

子育て支援者研修の実施
（年１回）

子育て支援者研修
開催日：９月２９日実施
テーマ：「子どもの発達にあったおもちゃ選び」
参加者：３５人

支援者が子どもの成長に応じたおも
ちゃを知ることで、健全育成に役立っ
た。

№1101
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

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。

市立保育所を３ブロックに分けて、ブロック毎に保育所
パート職員を対象に研修を実施。（各ブロック１回×３
ブロック）
市立保育所全体で保育所職員を対象に研修を実施。（年
１回）

自己の振り返りを行い、人権感覚の高
揚につながった。

市立保育所
№２３０３
に含む。

教育支援課 教育相談事業 専門家の講師による事例研
究や講演により、教師の子
ども理解に関する力量を高
める。

子どもたちの心の変化や身体に表れる兆しの早期発見、
的確な対応力向上に向けて学校カウンセリング講座の開
催（年１回：講師は大学教授））

今後も継続実施。 Ｎｏ.１３３６
に含む

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。

関係各課で継続して検討し
ていく。

個別ケースについては、関係各課が連携し、早期対応を
図っているが、権利擁護のあり方の検討までは至ってい
ない。

全庁的な検討までは至っていないが、
権利擁護のあり方については引き続き
研究課題である。

0

学校教育課

学校教育指導事
業

リーフレット「子どもの権利条約」を市内全中学1年生に
１１月に配布。

今年度は、保管されていたリーフレッ
ト数より生徒数の方が少し下回ったた
め増刷をしなかった。来年度は増刷が
必要。

0

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）

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。

空家募集において母子世帯等優先住宅及び子育て世帯向
け住宅を設定して募集を行った。
母子世帯・・・４件
子育て世帯・・・４件

　今年度は募集戸数が一定数確保でき
たため、母子・子育て世帯向け住宅に
ついても各４戸ずつ優先枠を確保する
ことができた。
　全体の応募倍率と比較すると、母子
世帯向けについては全体を上回り、子
育て世帯向けは全体を下回った。
　これまでの応募実績を参考にしなが
ら、募集時の優先住宅の配分につい
て、今後慎重に考慮する必要がある。

0

平成２２年度実績 評価・課題課名 № 事務事業名
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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

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。

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。

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。

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。

0

いきがい福
祉課

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。

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。

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。

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。

６８箇所設置（公共施設５２か所、民間施設１６か所） 環境を整備したことで安心して乳幼児
を連れて外出する機会を提供できた。

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。

維持に努める。 維持に努めた。 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。

維持に努める。 維持に努めた。 0

保育課

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。

平成２２年度(2010年度)
中に整備する。

庁舎Ｇ階に子ども用サークルと授乳室を整備した。 スペースの管理・おもちゃの安全性の
管理・清掃等今後も意識が必要。

730

道路政策課

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

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・ＪＲ 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

超低床ノンステップバスの導入率
現況（Ｈ22）
 阪急バス     　  56%
 阪急田園バス 100%

移動円滑化の促進に関する基本方針に
基づき平成27年度までに原則完了す
る。

1,000

届出数　　４３件
完了届　　２１件
適合証　　　２件

平成２２年度実績

　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・要請を行った。
　なお、平成２３年度７月１日以降
は、大半が建築確認の審査基準とな
り、条例に基づく届出は不要となる。
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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。

市内全校と委託契約締結を
目指す。
現況（Ｈ21）
　23校と契約
現状維持

契約校　公立小学校24校中23校190箇所について無償
委託。

前年度３月にＰＴＡ等役員に対して委
託説明と交通安全講習を実施。
４月～６月にＰＴＡ等役員を対象に街
頭指導講習会と１年生児童を対象に横
断訓練を含めた交通安全教室を実施
し、安全な通学と交通事故防止に寄与
した。

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。

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。

自治会単位１クラブ、公立幼稚園単位５クラブ、児童館
単位１クラブを対象に交通安全教室を21回実施。
（開講式、定例会、カーニバル参加、クリスマス会、修
了式。）
クラブ拡大の試行として他の児童館での交通教室も実
施。

幼児とその保護者への交通安全啓発に
寄与した。
自治会単位のクラブが合併して以前よ
りクラブ数は減少している。

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

現況   （Ｈ21） 13回
目標値（Ｈ26） 15回

11回開催
※開催していない公立幼稚園５園は幼児交通安全クラブ
で実施。

幼児とその保護者への交通安全啓発に
寄与した。

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。

現況   （Ｈ21） 3回
目標値（Ｈ26） 5回

老人クラブ、子育てサークル、育成会等を対象に25回実
施。

高齢者や地域の幼児・保護者等への交
通安全啓発に寄与した。

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

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

小学校自転車競技市大会に20チームが参加。西谷小学校
チームが優勝し県大会に出場した。
高齢者自転車市大会に８チームが参加。ふれあいチーム
が優勝し県大会に出場。
学校・地域等で自転車教室を開催。

自転車利用の交通ルールとマナー向上
及び交通事故防止に寄与した。
今後通行する自転車利用者への啓発も
強化する。

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。

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防止
活動等を行った。
これに対する事業補助金を交付した
　当初１，０８５千円交付
　追加　　１００千円交付

安全で安心の街づくり推進のため、
犯罪防止活動推進団体への助成は
大いに意義があるが、活動費用で
ある協会収入が減収しており、補
助金への依存度が高くなっている。

1,185

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。

利用者の拡大と有効な情報
配信

平成２２年５月２７日より、市町を
対象として発表される気象警報に対
応するため、システム改修と登録方
法の簡略化を実施
　緊急情報利用登録
　　　　　　　　１１，４９１件
　お知らせ情報利用登録
　　　　　　　　　８，７０９件
　緊急情報配信総数
　　　　　　　　　　　１２１件

情報伝達に有効な手段であるため、
さらに利用者を拡大できるようＰＲ
する。

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。

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３００本作成

犯罪を未然に防ぐためには、地域に
よる活動が必要不可欠なため、さら
にグループの立ち上げを呼びかけ、
地域防犯活動を支援する。

300

今後の展開の方向 平成２２年度実績 評価・課題

　　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

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

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。

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。

子どもたちを迷惑行為、痴漢行為等
の犯罪や様々な危険から守るため、
日常業務中における見守りを実施し
た。

犯罪の抑止効果として大きいため、
さらに認知してもらえるようＰＲ
する。

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。

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

結果（Ｈ22）
　2191件

ここ数年、件数について横ばいが続い
ている。今年度は、センターが積極的
に勧誘し、目標の数値2300件の達成
を目指す。

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。

毎年無償貸与を行う。 市立小学校及び養護学校小学部の新入生児童に防犯ブ
ザーを２，７００個無償貸与している。市立幼稚園に園
児数を配置し、貸与している。

月１回、防犯ブザーの点検を行ってい
る。子どもたちは防犯ブザーを、いつ
でもどこでも使えるように、手の届く
ところにつけ、登下校の安全確保に努
めた。

574

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

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・中学校は警察の指導のもと実技訓練を実施し、各校
にて演習を行う。また、地域や関係機関と協力して実施
した学校もある。

実技訓練とともに、防犯意識を高める
ための知識を得る機会となった。子ど
もたちへの「日頃から気をつけること
の大切さ」の指導にために役立ってい
る。

0

保育課

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
した。

安全対策、防犯対策及び危機管理につ
いての意識を高めることが出来た。

市立保育所
№２３０３
に含む。

西消防署

東消防署

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。

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。

随時報告を受け、即対応に努める。 随時報告を受け、即対応に努める。 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

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。

親子育ちセミナーの中で実
施する。

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（全２５回）（参
加者延べ　子ども１７６人、おとな１８０人）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショップ」（参加
者　子ども１４人　おとな１４人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさず子育て
する方法　親を楽しむ５つのスキル～」（全５回）（参
加者延べ１１８人）

計画どおり実行できた。 №3401
に含む

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。

　　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

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）

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。

今後も継続して実施 救急講習会実施回数１８０回
救急講習会参加人員３６９８人
救急講習会指導者数７２０人

救急講習会に一度も参加したことのな
い市民への普及啓発活動が課題であ
る。

96
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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

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。

今後も継続実施 ２年前に配布したので今年度は配布しなかった。 配布してから２年が経つので、再配布
した方が良い。

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。

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

市内１３箇所に白ポストを設置　　　　　　月３回回収
Ｈ22は、有害図書2984冊、有害ビデオ1367本、有害
DVD2122枚を回収。有害図書は減少、有害ビデオ・
DVDが増加している。

白ポストの回収については、今後とも
月３回実施する。

7

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

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。

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育成市民会議が青少年育成に関す
る開発活動を実施し、青少年育成市民会議推進本部が11
月に健全育成大会を実施し、1月にふれあい凧あげ大会を
実施した。

各校区で地域の実情に沿った啓発活動
が実施され、青少年の健全育成に成果
があった。

3044

青少年セン
ター

3503
再掲

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。

現況(H21.12月末)
 114件
今後も継続実施

結果（Ｈ22）
　106件

学校関係者から非行や不服従・退学当
の相談や保護者による虐待に関する相
談が多く、関係者を集めた会議や個別
ケース会議に発展する場合がしばしば
あった。

0

青少年セン
ター

3504
再掲

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。

現況(21年12月末)
 410件
今後も継続実施

結果（Ｈ22）
　389件

Ｈ２２年１０月より、２４時間対応の
悩みの電話相談を始めたが、本年度は
午前９時から午後７時以外は、他の担
当課へ転送する体制で臨む。成果は目
に見えるものではないが、悩みを持つ
こどもの心の居場所としての機能を果
たしている。

778

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

（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21年度（2009年度）以降、全12中
学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

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

（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2２年度全
12中学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

県に対して、小学校の配置に追加希望
を挙げていく。

0
＊国・県の事
業

子育て支援
課

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)

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

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。

・相談体制強化
　家庭相談員４人、係長２人体制
　（１０月１日より係長１人増員）
・子ども家庭なんでも相談
相談件数　　826件
相談延べ回数12,082回
・ショートスティ利用回数
　　　　　　65回
　　　〃　　利用延べ日数
　　　　　１98日

気軽に相談できる場と安心できる雰囲
気づくりに努めたため、各相談件数と
も増加し、相談者が抱える子育て等の
不安の軽減に役立った。
又、相談件数が大きく増加したため、
人員の増を行い、対応の充実を図っ
た。

№1333
に含む

平成２２年度
決算額

（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

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年度実績 評価・課題
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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。

平成22年度(2010年度)
から内容を見直して継続実
施する。

家庭教育学級12学級を開設

御殿山児童館で地域子育てボランティア養成講座を実施

家庭教育学級に対して適切な助言が出
来なかったが、各学級から「手探りで
しんどい部分もあったが、最終的に
やってよかったと思う」という声を多
く聞き、自主的な活動の中で自立した
活動に繋がったと考える。
（仮称）地域子育てサポーターについ
ては、御殿山児童館と共催で講座を実
施し、今後の活動に繋げることができ
たが、事業のあり方が確立しておら
ず、次年度以降に引き続き検討が必要
となる。

449

5102 親育ち講座 成長過程別親育ち講座
○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

「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）
・5回開催
おしゃべりタイム2回開催
延参加者人数：437人
・児童館３館（安倉・西谷・野上）で各１回開催
延参加者人数：148人
○きらきら子育て講座（１講座３回）
２回開催、
延べ参加者人数：125人
○親子ふれあい講座（１講座４回）
１回開催、
延べ参加者人数：89人
・児童館２館（安倉・高司）で各１回開催
延参加者人数：134人

・受講ニーズが高いため、定員より多
い人数で開催し、親育ちや育児不安の
軽減に役立った。
今後、市民が受講しやすいように、さ
らに各児童館で一定基準の講座が提供
できるように調整していく必要があ
る。

№1101
に含む

○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）

平成22年度(2010年度)
から実施する。

・学齢期・子育てパワーアップ講座（１講座７回）
フレミラ宝塚：２回開催
延参加者人数：145人
・学齢期・子育てパワーアップ講座ミニ（１講座２回）
児童館（高司・安倉・中筋・西谷・御殿山・野上・子ど
も館）で１回２回ずつ開催
延参加者人数：231人

また、次年度より各児童館で主体的に実施できるよう、
ファシリテーター養成講座を開催した。

全国的にもあまり例の無い就学後の子
どもを持つ親を対象にした講座を開催
できた。また、次年度以降に各児童館
で講座が開催できるよう人材育成が出
来た。

1500

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。

地域での実施を視野に入れ
て内容を精査して実施す
る。

上記事業に統合 － －

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。

子ども育ち講座
「みんなの子育て聞いてみませんか？」

３日間　延べ４５人

子育て中の母親の交流をとおして、保
護者が普段から行っていること、考え
ていることを伝えることにより育児の
負担を軽減することができた。

43

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）

子ども家庭
支援セン

ター

家庭教育推進事
業
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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

人権男女共
同参画課

5102 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

親育ち講座 ○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）

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。

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（全２５回）（参
加者延べ　子ども１７６人、おとな１８０人）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショップ」（参加
者　子ども１４人　おとな１４人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさず子育て
する方法　親を楽しむ５つのスキル～」（全５回）（参
加者延べ１１８人）

計画どおり実行できた。 494

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。

継続実施 ５回講座（１回２時間）
1　 新しい命との出会い
2　乳幼児期の子育て
3　小学校入学前後の子育て　　　　　　　　　4　思春
期の人間関係
5　思春期のコミュニケーション

昨年度は、参加者満足度が88％であっ
た。今年度もタイムリーな問題を取り
上げ、満足いただける話が提供できる
よう、講師選定に配意したい。

200

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。

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。

くらんど：　おはなし会 　　　　 6回
まいたに：おはなし会　　　　２４回
　　　　　　おいしい食の講座　４回
　　　　　　親子クッキング　　１回
ひらい　：おはなし会 　　　　　5回
　　　　　　子育て講演会　　　４回

園児の豊かな発想、情緒を育成し、複
数の園児が合同で参加することによ
り、社会性の向上を養うことができ
た。
保護者が食育講座を通じて子どもとの
関係や健康に対して認識を深めること
ができた。親子で調理する中で子ども
たちが食に興味を持ち、調理の自身も
育った。

くらんど：
60
まいたに：
215
ひらい　：
88

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。

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。

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回程度開催できた。

家庭・地域の教育力の向上を図ること
ができた。さらに内容の精選と広報の
工夫をしていく。

3674

中央図書館
今後も継続して事業を行
う。

西図書館

健康推進課

乳幼児健診実施時に絵本紹介リーフレットを延5,933人
に配布した。

絵本についての情報提供はできるが、
その楽しさや大切さを伝えるには、工
夫が必要である。

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

大型児童センターと連携し
て実施

乳幼児とその親のふれあい・交流事業に中学・高校・大
学生が参加
・楽しく遊ぼう会：22人
・新米ママのふれあいタイム：8人
・きらきら子育て講座：82人

事業を通じて赤ちゃんとふれあい、交
流することで次世代育成にも役立っ
た。

No1101
に含む

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。

平成23年８月から、絵本の手渡しも含
めたブックスタートを開始するにあた
り、ボランティアの養成、確保と継続
して事業を実施していく体制づくりが
課題である。

0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
を行った。また、平成23年度から本格的に実施するブッ
クスタート事業に向けて、他市視察、関連各課協議、予
算確保、準備を行った。

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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個　　　別　　　事　　　業
５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（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）

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し、市の子育て支
援施策を周知した。
〇子育て支援総合的情報誌「たからばこ」を7,000冊作
成し、妊娠届、転入届提出時等に市内各公共施設等で
「おでかけマップ」と一緒に配布した。
〇「子育て通信　きらきら」を年４回発行し、児童館や
市内各公共施設等で配布した。

広く市民に子育てに関する情報を提供
できた。

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。

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。

子どもたちが閲覧しやすいようにマンガページを増やす
など内容の拡充を実施した。

アクセス件数は昨年と比べて増加して
いるが、子どもたちから直接、意見な
どがないため、拡充内容の材料が大人
目線になっている。

534

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。

環境情報を追加し、内容の拡充を図っている。 継続して、内容の拡充を図る必要があ
る。

200

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。

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、子育てについて
情報の共有を図る。

まちづくり協議会代表者会において、子育て部会の開催
や、子育てをテーマとした意見交換には至っていない。

現在のまちづくり協議会代表者会で
は、議題が多いため、時間的にも難し
いが、必要に応じて子育て部会の開催
が課題である。

0

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容 今後の展開の方向

6204
再掲

子ども政策課

平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
平成２２年度実績
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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

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)

・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：６回実施。命をつなぐ
ネットワーク会議：３回実施。子育てぶっちゃけ会：２
回実施。思春期ひろば講座（フレミラと共催）：１回実
施。学齢期子育て講座（高司児童館と共催）：２回実
施。父親力向上講座（高司児童館と共催）：３回実施。
食育講座：１回実施。

子育て支援ＰＴを継続していく中で、
課題を持った子どもや家庭を具体的に
支援していくための、｢いのちを繋ぐ
ネットワーク会議｣を３回開催し、まず
は子育ての専門機関・当事者Ｇなどが
横で繋がるきっかけができた。また、
社協の地域福祉推進部門と社協運営の
児童館が連携したことで、社協内部で
課題を共通認識でき、講座などの具体
的プログラムを共有できるようになっ
た。

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。

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。

引き続いてわかくさ保育所および米谷保育所に子育て支
援専属職員2名を配置し、地域子育て支援業務を行った。

地域に開かれた子育て支援施設とし
て、保育所入所児童に限定せず、広く
就学前児童とその家族に対する育児支
援が実施できた。

市立保育所
№２３０３
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

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。

高司、中筋児童館にコーディネーターを配置した。
また、地域子育て支援拠点に位置づけている児童館も一
緒に「地域子育て支援コーディネート研究会」に参画
し、各児童館の現状把握・分析、知識の共有を図った。

神戸大学と連携し、コーディネーター
のあり方だけでなく、児童館としての
役割についても助言が得られた。

№5305
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。

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷はＮＰＯ法
人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は第6ブロック子ども
館協議会を指定管理者として指定、また、中筋、御殿
山、野上の運営法人に対して補助をして出前児童館事業
を実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　101回 4,974人 平均49.3人
第２ブロック：野上児童館
　134回 4,928人 平均36.8人
第３ブロック：御殿山児童館
　187回7,273人 平均38.9人
第４ブロック：安倉児童館
　129回 6,393人 平均49.6人
第５ブロック：中筋児童館
　171回 5,186人 平均30.3人
第６ブロック ：子ども館
　67回 2,572人 平均38.4人
全市域（中高生）
　休止中

地域のより身近なところで親子が集え
る場や放課後の子どもたちの居場所の
提供ができた。

乳幼児向けには曜日・場所を固定する
常設型は有効であるが、小学生以上で
は曜日を固定したときに参加できない
子どもへの配慮が必要。
学校外での出前児童館では、放課後の
時間に余裕のある曜日に実施するなど
の調整が必要。
地域住民の出前児童館サポーターの養
成の仕組みづくりが必要。

15300

平成２２年度実績 評価・課題課名 № 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
決算額

（千円）
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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

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

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。

○「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」を研究した。
委託先：神戸大学
○上記の研究に併せて、神戸大学の助言を得ながら「地
域子育て支援コーディネート研究会」を６回開催した。
○地域の資源を把握するため、各児童館等に助成（経費
は家庭教育推進事業）をし情報の集約を図った。

第二層の核になる地域児童館に対し
て、拠点事業の意味と今後の方向性に
ついて共通認識が図れた。

1500

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

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。

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。

・子どもに関する相談・支援件数
　　　　　２，１２９件
・要保護児童の発見通告・仲介件数
　　　　　　　　６２件
・３歳児健診未受診児訪問
　　　　　　　　62件

２２年度から児童虐待防止の取り組み
で兵庫県の運動に呼応し、兵庫オレン
ジネット推進事業に参画し、防止啓発
の取り組みが拡大している。

31346

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。

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。

新規設置事業の実施なし。 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。

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。

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。

体育館・運動場登録団体２３６団体。プール開放児童２
２，２２６人。

小学校体育施設開放においては、登録
団体間の調整が難しくなってきてい
る。プール開放については、学校・
PTA・行政が一体となった取組が行わ
れている。将来的にはPTAが中心と
なった地域での運営を目指す。

24426

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。

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。

新規図書購入 青少年の健全育成を図ることができた
が、利用者拡大のためのPR方法に課題
がある。

くらんど：
265
まいたに：
127
ひらい　：
150

平成２２年度実績 評価・課題

平成２２年度実績 評価・課題

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容

平成２２年度
決算額

（千円）
今後の展開の方向

課名 № 事務事業名
　事　業

名
　　　事　業　内　容 今後の展開の方向

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

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

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。

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。

実績なし － 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。

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。

・デイキャンプ（7月実施）、場所：三田市野外活動セン
ター、参加人数94人
・親子でクッキング（8月実施）、場所：東・西公民館、
参加人数：25人＋24人＝49人参加
・子ども会新聞2,000部×2回発行した。
・子ども会夢まつり（10月実施予定）は台風接近により
中止。子ども会ふれあいイチゴ狩り、野島断層見学ツ
アー（3月実施予定）は東日本大震災により中止。

コミュニティの希薄化や少子化がもた
らす親同士の関わり合いの減少、親の
地域社会参加意欲の減退などにより、
指導者や育成者が不足し、子ども会
数、会員数が減少してきている。

906

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。

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

Ｈ22年４月には２０鉱区において放課後子ども教室を開
設したが、Ｈ22年９月より１教室が休止となっている。

全校区での開設には至らなかったもの
の、開設校区については地域住民や保
護者が協力し子どもたちを育てようと
いう動きにつながっている。しかし、
新規スタッフ確保などが困難で持続が
難しいところもあり、どう支援してい
くかが大きな課題となっている。

17,600

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。

平成21年度(2009年度)
から実施。

子ども教室啓発セミナー　年２回
ボランティア養成講座　　年１回
出前講座　　　　　　　　年７回を実施。
また、放課後子ども教室の関連団体や機関との関係性の
調査の実施、各教室のお便り集をまとめた啓発用冊子の
作成をした。

養成講座への参加者が少ないことなど
から、啓発セミナーの広報の方法や内
容について再考が必要である。

3,785

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年度実績 評価・課題

平成２２年度
決算額

（千円）
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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

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。

○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷はＮＰＯ法
人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は第6ブロック子ども
館協議会を指定管理者として指定した。また、中筋、御
殿山、野上の運営法人及び平井財産区会に対して人件費
相当額を補助した。
・利用状況
高司児童館：小学12,140､中学1,848、高校56､計
14,044人
野上児童館：小学5,511､中学476、高校19､計6,006
人
御殿山児童館：小学7,917､中学2,167、高校570､計
10,654人
安倉児童館：小学8,281､中学687、高校488､計9,456
人
中筋児童館：小学5,301､中学320、高校425､計6,046
人
西谷児童館：小学2,918､中学382、高校219､計3,519
人
子ども館：小学3,830､中学88、高校2､計3,920人
平井児童館：就学前2,732、小学4,984､中学554、高
校97､大人2,948、計11,315人
○より安全を確保するため、各児童館に防犯器具を購入
して危機管理対策の充実を図った。
○西谷児童館の平成２３年度から５年間運営する指定管
理者の選定を行い、ＮＰＯ法人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩを
指定した。

子どもたちの居場所として児童館が健
全育成の役割を果たすことができた。

59054

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

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。

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷はＮＰＯ法
人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は第6ブロック子ども
館協議会を指定管理者として指定、また、中筋、御殿
山、野上の運営法人に対して補助をして出前児童館事業
を実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　101回 4,974人 平均49.3人
第２ブロック：野上児童館
　134回 4,928人 平均36.8人
第３ブロック：御殿山児童館
　187回7,273人 平均38.9人
第４ブロック：安倉児童館
　129回 6,393人 平均49.6人
第５ブロック：中筋児童館
　171回 5,186人 平均30.3人
第６ブロック ：子ども館
　67回 2,572人 平均38.4人
全市域（中高生）
　休止中

地域のより身近なところで親子が集え
る場や放課後の子どもたちの居場所の
提供ができた。

乳幼児向けには曜日・場所を固定する
常設型は有効であるが、小学生以上で
は曜日を固定したときに参加できない
子どもへの配慮が必要。
学校外での出前児童館では、放課後の
時間に余裕のある曜日に実施するなど
の調整が必要。
地域住民の出前児童館サポーターの養
成の仕組みづくりが必要。

15300

　事　業
名

　　　事　業　内　容課名 № 事務事業名 今後の展開の方向 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）
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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)

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。

大人実行委員、中・高校生で組織する「ミニづかスタッ
フ」及び大学生が企画の段階から一緒に、また、小学生
による「子どもリーダー」が店長として当日の運営に従
事した。
今年度は準備段階の事業として、ｷｬﾝﾌﾟ、まち探検ｳｫｰｸﾗ
ﾘｰなどで仲間作りに取り組んだり、ﾐﾆづかｽﾀｯﾌ会議、お
仕事習得講座、ﾐﾆたからづかｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを経て本番に臨ん
だ。また、就学前の子どもと保護者を対象に合同児童館
まつりを同時に実施し、児童館をPRした。
　○第5回ﾐﾆたからづか
開催時期：平成23年3月20・21日
場所：ﾌﾚﾐﾗ宝塚
参加者数：小学生1,171、中高生46、大人（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含
む）228　計1,445人
主催：ミニたからづか実行委員会
　○合同児童館まつり
参加者数：就学前時20、大人25　計45人
事業は宝塚市社会福祉協議会に委託

毎年開催することで、これまでは小学
生で楽しむ側だった子どもが、中学生
や高校生になって楽しませる側になっ
て参画するなど、子どもの育ちの循環
という効果も見られるようになってい
る。
今年度は、事業の定着化に伴う参加者
増における対策として入場制限を実施
したが、さらに、安全管理の徹底につ
いて、指定管理者と検討をしていく必
要がある。

1738

青少年課

3511
再掲

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。

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

不登校やひきこもりに悩む子どもとその保護者が気軽に
集うことのできる場（ひろば）の提供と不登校やひきこ
もりへの理解を推進する啓発事業を行った。
居場所の開設：５箇所
啓発セミナー開催：１回

居場所への参加者が限られていること
や思春期の子どもたちの参加をを増や
すため、更なる啓発が必要である。
また、外へ出て情報を得ることの出来
ない当事者へどう情報発信していくか
も課題となっている。

4945

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。

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。

4月からココロンカードを導入した。常設展示のほかに企
画展として「ジャングル大帝 レオの人生」、「星新一展
～2人のパイオニア～」、「映画公開記念『手塚治虫の
ブッダ～限りなく広がる創造力～』」を開催した。ま
た、ミュージアムトークやマンガを描こう、ワーク
ショップ、コンサートなどのイベントを実施した。

大人入館料の値上げなどのマイナス影
響で入館者数が減少しているが、継続
して企画展やイベントなどの実施に取
り組み、情報発信をしていく必要があ
る。

70,624

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。

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。

３センターとも丹波少年自然の家にて自然体験を行っ
た。

自然体験や人権学習を通じて青少年の
健全育成を図ることができたが、地域
の人材育成には継続的な取り組みが必
要である。

くらんど：
412
まいたに：
345
ひらい　：
206

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。

自主的な環境学習・活動へ
の支援

１クラブ８８８人 平成２３年度以降は、こどもエコクラ
ブ地方事務局を県とし、市では案内を
行うこととする。

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。

継続実施 貸出件数５件 学校等での課外学習に役立っている。 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。

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。

平成22年度延利用者人数
　　　　　　　48,014人
（うち宝塚市利用者延人数）
　　　　　　　7，786人
※延人数は、１泊２日を１人として計算している。

　前年度比で宿泊延人数が、全体で
4，352人（うち、本市は1，872人）
の利用者増となったが、主催・交流事
業による宿泊者が前年度比で１１１人
微減するなど課題がある。　また、平
成２３年度より本館耐震補強工事に伴
う起債の償還が始まるため、負担金が
679千円増額となった。引き続き、利
用者増に向けた取組みを支援していく
とともに、効率的な運営、利用者サー
ビスの向上に努めるよう、要請してい
く。

15,832

課名 № 事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向
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（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

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。

気軽に自然に触れ楽しめる
場を継続して提供していく

やすらぎ広場の下草刈り、登山道クリーンハイキングの
実施など、自然環境の保全に努めた。

平成22年度のｸﾘｰﾝﾊｲｷﾝｸﾞの参加者は約
500人であった。今後とも継続して啓
発を進めていくことが必要。

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。

老朽化した公園から順次継
続して改修していく

平成22年度は、公園ベンチの改修を集中的に行い、31
箇所64基のベンチを修繕した。
また、大型複合遊具の取り替え(高司ふれ愛公園)、藤棚の
大規模修繕(弁天池公園、仁川台南公園)、公園施設の改修
(美座ひょうたん池公園)などを行った。

公園数も約300箇所となり、改修を必
要とする公園施設は年々増える傾向に
ある。危険なものは撤去で対応してい
るが、修繕等は厳しい財政事情もあり
市民要望のすべてに対応できていな
い。

62,619

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。

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

開発に伴う帰属公園の遊具について、安全な遊具の設置
を指導した。また、中筋土地区画整理事業による中筋４
丁目さくら公園を新規開設、さらに(仮称)宝塚音楽学校記
念公園は平成22年度に第３期整備工事(最終)に着手し
た。

開発による帰属公園については、開発
ガイドラインに基づき安全に遊べる公
園作りを指導しているが、物理的に段
差や傾斜が生じる地形については苦慮
している。

350,759

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

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

方針未定。 プレイパークの考え方は放課後子ども
教室と似通っているところもあるた
め、新たにプレイパーク事業を展開す
るかどうか検討の必要がある。

0

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

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。

今後も引き続き、社会体験
学習等の一層の充実を図
る。

市内１２中学校と１養護学校の２年生に在籍する生徒１
７０７名が、５７７箇所の地域の事業所で体験活動を実
施した。また、その後、報告会やトライやる・アクショ
ンなどで地域の方や事業所に自分達の活動を報告をした
り、交流行事を持つなどした。

平成２２年度から、市内の推進協議会
の開催を２回から３回に増やし、トラ
イやる・ウィーク期間中に市のマイク
ロバスを運行して西谷方面に行く生徒
を送ったりするなど事業内容に工夫を
した。今後の課題は、本来の趣旨の周
知と事業所の確保があげられる。

9618

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

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。

引き続き、充実し継続す
る。

小学生用　17,500冊
中学生用　　7,000冊
印刷し小・中学校へ配布

148

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

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。

平成２１年度から実施
今後も継続実施

市立小学５年生が４泊５日の宿泊を伴った体験学習を実
施し、小学３年生が体験型環境学習を実施した。

自然学校（2,236名参加）
環境体験事業（2,218名参加）

自然学校においては、年々予算が削減
されているため、民宿から公的な宿泊
施設に変更し、予算削減に取り組ん
だ。環境体験事業においては、交通費
をかけて遠くに行って活動するのでは
なく、身近な地域で体験し、予算を削
減する必要がある。

41876

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

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。

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。

各学校での日常の練習を中心に活動し、年１回の発表会
のほか、各地域における行事で演奏活動等を行った。

個性豊かな人間形成が図られ、音楽文
化の担い手を育てるとともに、市民の
音楽文化の底辺拡大が図られた。

7327

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

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。

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１校で実施 校長会などで周知し、実施校数を増や
す必要がある。

44
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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

継続実施

学校教育課
学校教育指導事
業

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。

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。

　平成22年（2010年）8月20日に第11回宝塚市子ど
も議会を開催し、小・中・高校生から24人の子ども議員
の参加があった。具体的には、小・中・高校生合同で実
施し、また、市内の学校に子どもの傍聴を呼びかけたほ
か、事前学習会を2回開催し、専門講師による子どもの権
利と参加をテーマとしたワークショップやグループ学
習、リハーサルを実施し、子ども議員に対し、きめ細か
な支援を行った。

　子ども議会実施後のアンケートで
は、ほとんどの子ども議員から「議会
の仕組みがわかった」、「意見を伝え
られた」との答えがあり、高い評価を
得られた。
　参加できる子どもの人数が限られる
ことや形式的すぎるといった課題につ
いては他の児童・生徒への周知やグ
ループ発表の導入などにより、より有
意義なものとなるよう引き続き検討を
行う。

83

６　子どもの社会参加の促進

（２）　子ども参加型のまちづくりの推進

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。

大型児童センターの事業の
一環として実施

（名称）
第5回ﾐﾆたからづか
（開催時期）
平成23年3月20・21日
（場所）
ﾌﾚﾐﾗ宝塚
（委託先（指定管理者））
社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会
（概要）
大人実行委員、中・高校生で組織する「ミニづかスタッ
フ」及び大学生が企画の段階から一緒に、また、小学生
による「子どもリーダー」が店長として当日の運営に従
事する。
準備段階の事業として、ｷｬﾝﾌﾟ、まち探検ｳｫｰｸﾗﾘｰなどで
仲間作りに取り組んだり、ﾐﾆづかｽﾀｯﾌ会議、お仕事習得
講座、ﾐﾆたからづかｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを経て本番に臨む。

毎年開催することで、これまでは小学
生で楽しむ側だった子どもが、中学生
や高校生になって楽しませる側になっ
て参画するなど、子どもの育ちの循環
という効果も見られるようになってい
る。
今後は、事業の定着化に伴う参加者増
における対策として、再度、安全管理
の徹底を図るとともに入場制限等につ
いて、指定管理者と検討をしていく必
要がある。

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。

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。

子どもたちが閲覧しやすいようにマンガページを増やす
など内容の拡充を実施した。

アクセス件数は昨年と比べて増加して
いるが、子どもたちから直接、意見な
どがないため、拡充内容の材料が大人
目線になっている。

534

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。

生物多様性についての説明など、内容を追加した。 引き続き内容の充実を図る 224

課名 № 事務事業名 評価・課題

6201 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。

市立小学校２校が参加し、環境活動の発表等を行った。

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 平成２２年度実績

6204

日頃取り組んでいる環境活動の発表機
会を設け、活動を市民に周知したこと
により、環境学習意欲の向上が期待で
きる。

平成２２年度
決算額

（千円）
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※他事業含む

事務事業名 平成２２年度実績 評価・課題
平成２２年度

決算額
（千円）

　事　業
名

　　　事　業　内　容 今後の展開の方向課名 №
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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。

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。

ソリオ２　７F　ワークサポート宝塚内において若者しご
と相談を行った。相談人数２４３人、延べ相談件数２８
３件、就労支援セミナー　１３回、参加人数１１８人。

相談のため来所したが、就労に問題が
ありすぐに就労につながらない若者の
次の活動につながる施策の検討が必要
である。

2372

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

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。

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。

結果（Ｈ22）
　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　　　　　　　　　　　　　　退
学・離職・無業者の青少年が、次の進路に進んだ割合
が、３分の２程度ある。

退学・離職・無業者の青少年が、次の
進路に進んだ割合が、３分の２程度あ
り、成果がみられる。
今後も継続実施
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　事　業
名

　　　事　業　内　容課名 № 今後の展開の方向事務事業名
平成２２年度

決算額
（千円）

平成２２年度実績 評価・課題

45


