
国が指定する数値目標を定めた事業についての進捗状況国が指定する数値目標を定めた事業についての進捗状況国が指定する数値目標を定めた事業についての進捗状況国が指定する数値目標を定めた事業についての進捗状況 ＜平成２５年度「実績」＞計画 実績 計画 実績（見込み）2301 通常保育事業(認可保育所) 定員数 2295 2295 2385 2505 2625 2625 2765 2765 2505 ２１０人の定員増低年齢児保育(0～２歳児) 定員数 917 917 957 1005 1053 1053 1110 1110 1001 (通常保育事業の内数)設置個所数 21 21 22 23 24 24 25 25 23定員数 295 295 308 320 335 335 349 349 320設置個所数 0 0 1 1 1 1 1 1 1 新規実施を目指す定員数 0 0 10 10 10 10 10 10 10設置個所数 1 1 1 2 2 2 3 3 2定員数 2 2 2 4 4 4 13 13 4人　　日 2 2 2 4 4 4 13 13 4放課後児童健全育成事業 （地域児童育成会事業）
センター型 2 3 3 3 3 3 3 3 3 達成 ○センター型既設　地域子育て支援センター わかくさ保育所「すこやか」 米谷保育所「すくすく」H22　子ども家庭支援センター「きらきら ひろば」設置ひろば型 1 10 10 10 10 10 11 １０ 11 未達成 ○ひろば型H22　児童館6個所、子ども館3個所、 やまぼうし保育園　計10個所開設〔未開設地域：光ガ丘〕

達成状況達成達成達成達成
未達成

平成２２年度実績

170017001655

H23　はなみずき保育園新設90人H24　宝塚さくらんぼ保育園新設120人H25　宝山保育園新設120人H26　宝塚じあい保育園新設120人H26　はなみずき保育園定員増20人
平成２３年度実績

H25.2月　宝塚さくらんぼ保育園（右岸） 病後児保育新規実施H26　病児保育新規実施　定員9人
市内２４小学校すべて設置済　265人の定員増

進捗状況及び今後の予定目標値の説明

概ね、中学校区に1か所の設置を目指す
1774

H23　はなみずき保育園新設H24　宝塚さくらんぼ保育園新設H25　宝山保育園新設H26　宝塚じあい保育園新設H23.10月　宝塚さくら保育園新規実施
H22　山手台小の定員増20人+すぎの子クラブ増5人＝＋25人H23　西山小育成会室建替えによる増４０人+すぎの子クラブ増5人＝＋45人H25　山手台小の定員増＋20人 美座小の定員増＋40人H25.9月 ｱﾐｰｶｸﾗﾌﾞsakae（宝塚小）＋14人H26　宝塚第一小校区民間学童＋38人 宝塚小校区民間学童＋20人

保育所の新設に合せて増設２５人の定員増

1832
1101

右岸、左岸で１か所ずつ病後児保育を実施
青少年課

子ども家庭支援センター保育事業課
定員数

休日保育事業
課名

保育事業課保育事業課保育事業課

保育事業課 事業名

2313

事業№

病児・病後児保育事業
2310

18951760

平成25年度平成２４年度実績

地域子育て支援拠点事業（注）平成２５年度からセンター型・ひろば型の区分がなくなりましたが、従前の制度が継続しているものとして数値を記載しています。
2402
2314 延長保育事業

1832

平成26年度単位

1630

平成２６年度目標値後期計画策定時平成２１年度実績

1

 



計画 実績 計画 実績（見込み） 達成状況平成２２年度実績 平成２３年度実績 進捗状況及び今後の予定目標値の説明課名 事業名事業№ 平成25年度平成２４年度実績 平成26年度単位 平成２６年度目標値後期計画策定時平成２１年度実績
設置個所数 9 9 11 12 13 13 14 14 12定員数 10 10 10 10 10 10 10 10 10人　　日 90 90 106 116 126 126 136 136 120子育て支援課 1108 ショートステイ事業 設置個所数 8 8 8 8 8 8 8 9 8 委託契約箇所数 達成 H26 いながわ子供の家と契約達成

達成

22(１休止中）21(１休止中）21(１休止中）20(１休止中） 24 H23　丸橋小あそぼう会　開設H25.7月　げんきひろばつかさっ子 （高司小校区）開設H26　長尾小の新規開設及び安倉北小 再開を目指す〔未開設校：西谷小〕市内２４小学校に設置20 未達成23

子ども家庭支援センター
保育事業課

放課後子ども教室青少年課
一時預かり事業

1106
2312 H23　はなみずき保育園　定員10人 わかくさ保育所　　定員  6人H24.6月　宝塚さくらんぼ保育園 定員10人H25　宝山保育園　定員10人H26　宝塚じあい保育園新設　定員10人保育所の新設に合せて増設

11ファミリーサポートセンター事業 設置個所数 1 既に設置済み11 111

設置個所数6105 22（1休止中）

1

24

2

 



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

継続 ※国の「地域子育て支援拠点事業」概ね中学校区に１か所整備をしていく。現況（Ｈ21） 3か所目標値（Ｈ26） 1４か所
わかくさ保育所(すこやか)及び米谷保育所(すくすく)の子育て支援拠点で引き続き、育児相談・電話相談・園庭開放、出前保育・子育てサークルの育成支援、体験保育・育児講座を実施した。また、市立保育所全園に地域子育て支援担当保育士を配置し、地域に開かれた保育所として、事業を推進した。 保育所が培ってきた子育てに関する専門知識を活かし、広く地域の就学前児童とその世帯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 継続 ・きらきらひろば利用者数 子ども：7,123人 大　人：6,806人 総　数：13,929人 一日平均：63.03人・きらきらひろば相談件数：454件  転入してきた親子、初めて子育てをする家庭などの居場所となり、孤独感や不安の軽減になった。 ２５年度は助産師、栄養士相談回数が月２回に増えたことや、その他の専門機関による相談を実施したことにより、利用者数が前年度より増した。また、ひろばのリニューアルでハイハイコーナーを充実したことで低年齢児の利用も増えた。 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。今後、さらに各地域の支援者との連携が重要になってきている。
7,047

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

拡充 ・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4,545､親3,937　計8,482人野上児童館：就学前5,531､親4,960　計10,491人御殿山児童館：就学前10,753、親8,524　計19,277人安倉児童館：就学前4,651､親5,005　計9,656人中筋児童館：就学前4,434､親5,009　計9,443人西谷児童館：就学前2,759､親2,789　計5,548人子ども館：就学前9,987､親8,066　計18,053人
子育て中の親子が身近なところに集える場の提供の他、地域の情報提供や相談等、地域の子育て支援の拠点の役割を果たすことができた。 46,500

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

個　別　事　業 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）№ 今後の展開の方向（計画策定時のもの）方向性 事　業　名  事　業　内　容課名 ☆1101 事務事業名
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子ども家庭支援センター 5304再掲 児童館運営事業 出前児童館事業(再掲) 地域児童館を核として、各小学校区内の児童館のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育てサロン」への支援等を実施する。 継続 継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、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 98回 2,881人 平均29.40人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ217人第２ブロック：野上児童館 183回 5,361人 平均29.30人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ184人第３ブロック：御殿山児童館 161回7,322人 平均45.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ662人第４ブロック：安倉児童館 203回 7,117人 平均35.06人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ1,113人第５ブロック：中筋児童館 112回 2,678人 平均23.91人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ118人第６ブロック ：子ども館 69回 2,034人 平均29.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ327人

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。
18,000

人権文化センター 1102 人権文化センター整備事業 活動拠点の整備 地域活動の拠点として広く活用できるよう施設整備を推進する。 継続 14年度(2002年度)ひらい､15年度(2003年度)まいたに､17年度(2005年度)くらんど､の改修を行った。今後も順次施設整備を行う。 ひらい人権文化センター別館の耐震補強工事を行うため、調査設計を行った  耐震補強工事のための調査設計を行った。 平成26年度、ひらい人権文化センター別館の耐震補強工事を行う。 ひらい1,490
市民協働推進課 1103 中山台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理運営事業地域利用施設管理事業共同利用施設管理事業 コミュニティ施設の活用 中山台コミュニティセンター、地域利用施設、共同利用施設等のコミュニティ施設を中心に、地域活動に広く活用できるよう推進する。コミセン…１施設地域利用…７施設共同利用施設…２４施設 継続 指定管理者制度を導入するにあたり、子育てグループに限らず各種地域団体が利用しやすいように要請する。 共同利用施設の利用料金を見直すよう指定管理者と協議した。（平成26年度に減額改定を行った。）（美幸会館）中山台コミュニティセンターの利用料金の減免の取扱いを見直すよう指定管理者と協議した。（平成26年度に減免の適用区分の整理を行った。） 今後も利用料金や減免基準の承認に際しては、利用者の負担が適正なものとなるよう指定管理者と協議する。 コミセン12,089千円地域利用44,065千円共同利用施設69,610千円
子ども家庭支援センター

1104 子ども家庭支援センター事業 親子育てグループづくりと指導、育成 ・市内の概ね小学校区に０歳から就園前の子どもを持つ親子育てグループを作り、他の親子と接することにより、地域の仲間づくりと孤立した親子をなくすことを目的としたグループ育成と指導を行う。（年２回のグループ訪問支援及び「地区別グループリーダー会」、年１回各グループの研鑽と啓発を兼ね「親子育てＧふぉーらむ」を開催する。)・市内の子育てひろば開設者、新規立ち上げ者に対し、備品等活動支援を行う。
拡充 地域型子育てサロンの一つとして支援を継続する。 ○グループ数2７ヶ所への支援(2ヶ所休会）・登録数　親3３7人 子4０１人 計7３8人・グループ訪問：1３４回・リーダー会等：7回・相談・調整：2３８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貸し出し件数：４３件○子育て支援グループ助成子育て交流事業8団体相互保育等事業1団体若者育成支援事業1団体立上げ支援事業1団体

親子育てグループや地域での子育て支援活動を支援することにより、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。 No1101に含む

課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）
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社会福祉協議会(子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ) 1105 子育て支援活動サポート事業 資金面、活動場所、人材育成、悩み相談等について、子育て支援をしているボランティアグループの活動をサポートする。 継続 継続実施 ・親子支援プログラム（６回シリーズ２回）の実施（児童家庭支援センター子育てサポートひかりと共催）・29団体に助成 子ども家庭支援センターの協力を得て、助成金説明会を行い、子育てグループ助成団体が増えた。子育てグループへの助成をとおして、グループ活動者が地域とのつながりがもてるように働きかけていく。 601
子ども家庭支援センター ☆1106 ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポート事業 子育ての援助を行いたい人と援助を受けたい人がお互いに会員となり、保育所や地域児童育成会の送迎や保護者の病気、急用、リフレッシュの時の預かりなど、地域での相互援助活動をお手伝いする事業。ひとり親家庭などには、特に配慮をもってコーディネイトする。 委託先：保健福祉サービス公社 開設場所：フレミラ宝塚 継続 引き続き提供会員拡大の方策の検討及び事業の周知に努める。現況（Ｈ21）１か所目標値（Ｈ26）１か所 ・会員数：1,787人 依頼会員1,132人 提供会員　396人 両方会員　259人・活動件数：2,664件・活動時間数：4,523:13時間会員数及び依頼件数は前年度より微増しているが、活動時間数は若干減少した。

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。会員に対する研修回数を充実し資質向上が図られたが、さらに、依頼会員の増やニーズの多様化に対応していくためには、提供会員の増員及び研修の実施機会を増やすことが必要。
8,624

子ども家庭支援センター 1109 ファミリーサポートセンター事業 ファミリーサポート助成事業 経済的困難を抱える家庭が、ファミリーサポート事業を利用した時、利用額の助成を行う。 新規 経済的困難を抱える家庭への負担軽減を図ることにより、子どもの健全な育成環境を確保する。 助成者数　延べ50人 生活保護世帯　延べ3人 児童扶養手当受給世帯　延べ47人 ひとり親家庭等経済的困難を抱える家庭へ助成することで保護者の負担軽減が図れた。 153
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。 高齢者の就労といきがい支援により、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56名、受注件数21件 高齢者の就労といきがい支援により、地域の子育て支援を行うことができた。
子育て支援課 ☆1108 児童虐待防止施策推進事業 子育て家庭ショートスティ事業 児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設で一時的に養育又は保護する。 8か所の児童養護施設等に委託 継続 市内に地域小規模児童養護施設「御殿山ひかりの家」を誘致整備したことで利用しやすくなったが、引き続き事業の周知に努める。現況（Ｈ21）定員２人目標値（Ｈ26）定員２人

利用人数：21人利用回数：44回延べ利用日数：119日 必要な市民に対しサービスを提供できるよう、更なる周知が必要である。 734

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容

11,2131107 企画提案方式事業（子育て教育） 継続
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保育事業課 ☆2312再掲 私立保育所助成金 一時預かり事業（再掲） 断続的な就労、リフレッシュなどのニーズに対応する一時保育事業を私立９か所で実施。今後拡充を図る。 拡充 保育所２か所整備により定員増を図るとともに、子育て支援、統合保育に主眼をおいて市立保育所での実施を検討する。現況（Ｈ21） 9か所・90人目標値（Ｈ26） 12か所・120 人
平成25年4月開園の宝山保育園を含め、市立1ヵ所・私立１2ヵ所で実施した。 リフレッシュ等の私的理由による利用が全体の半分を占めていることから、単に預かりに留まらず、子育て支援的な役割も必要と思われる。 市立保育所№2303に含む私立保育所№2304に含む（２）　子どもや母親の健康の確保 ①　母子の健康づくりの支援  ②　小児医療対策の充実　　③　思春期保健対策の充実　　④　食育の推進健康推進課 1201 母子保健相談指導事業 母子健康手帳の交付 妊娠届出により母子健康手帳を交付交付時に、妊娠・出産・育児に関する副読本等を配布 継続 継続実施 妊娠届出数　1,902件妊娠届出を窓口サービス課や健康センター等市内9か所で受理し、母子健康手帳を交付した。 受付場所が市内全域にあり市民の利便性が高い。 366

健康推進課 1202 母子保健相談指導事業 母親学級・父親学級（両親学級） ○母親学級 ５か月以降の妊婦を対象に、妊娠中の日常生活、妊婦体操、お産の経過、妊娠中・産後の栄養、育児、沐浴等の講義、実習を行い、安心して出産・育児に臨めるよう支援する。毎月３回１クール実施○父親学級（両親学級） 両親が協力しあう育児を支援するため、まもなく父親、母親になる人を対象に、妊娠中の体の変化、育児、沐浴等について講義、実習を行う。年12回実施、日曜日開催含む
継続 正しい知識を普及し交流の場の提供を図るため内容等を検討し実施する。 ○母親学級 36回　475人○父親学級（両親学級） 12回 受講組数　227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

健康推進課 1204 母子保健健康診査事業 妊婦健康診査事業 全妊婦を対象に（所得要件なし）、妊婦健康診査１回あたり5千円を上限として、最大14回分7万円までの妊婦健康診査費の助成を実施 継続 妊娠に伴う費用負担の軽減のため継続実施する。 妊娠届出をされた方に対し助成券を交付し、妊婦健診１回あたり５，０００円、１４回分まで助成。助成人数３，０８０人 妊婦健診にかかる費用負担を軽減することで、安心して必要な回数を受診することができ、安心・安全な出産に臨むことができる。 117,852健康推進課 1205 母子保健相談指導事業 妊婦歯科健診 妊婦を対象に、口腔内診査及び妊娠中に起こりやすい歯の病気とその予防についての保健指導。毎月１回実施 継続 妊娠中の口腔衛生や子どもの歯の健康についての知識の普及に努める。 年12回開催、125人 妊娠期の歯科治療における相談など好評を得ているが、利用者が伸び悩んでいる。歯科健診を受けやすくする検討が必要。 346子育て支援課 1206 助産施設利用委託事業 助産施設措置事業 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができないと認めるときに、助産施設に入所させる。 継続 国の基準に基づき実施 1件 国の基準に基づき実施 301健康推進課 1207 母子保健相談指導事業 妊産婦・乳幼児の電話相談 妊娠中や子育て中の保護者の不安軽減を目指し、妊産婦・乳幼児の健康や育児について、専用電話で相談に応じる。毎週月・水・金（祝日・年末年始除く） 継続 継続実施 年173日開設、500件 平成２４年７月の10か月児健診開始にともない、相談件数が減少している。一般育児相談は減少し、継続支援を要する内容の相談は横ばいであり、本来必要な者へサービスが提供できている。 3,296健康推進課 1227 母子保健相談指導事業 妊婦相談 妊娠届出時にアンケートを実施し、その結果により保健師が電話等で相談に応じる。また必要時、妊婦訪問指導へつなげる。 新規 継続実施 690人 アンケートにより、妊娠期からの早期支援につながった。 №1207に含む健康推進課 1208 母子保健訪問指導事業 新生児訪問指導 生後間もない時期におこりやすい育児不安の軽減のため、生後２８日までの新生児の希望者を対象に助産師や保健師が訪問し、産婦や新生児の相談に応じるとともに、子育て支援等情報を伝える。 継続 今後もＰＲに努める。 年間１４３人 新生児期は里帰り中の者が多く、年度により希望数のばらつきがある。平成24年度は、養育支援ネットの増加により、新生児訪問が増加した。 №1209に含む

評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）
平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）
平成２５年度実績

課名 № 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 事　業　内　容 方向性事務事業名  事　業　名
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赤ちゃん訪問指導 新生児訪問指導を受けていない生後３か月までの乳児を対象に助産師、保健師又は保育士が家庭を訪問し、産婦や乳児の相談に応じるとともに、子育て支援等情報を伝える。また、生後３か月までに何らかの理由で家庭訪問を受けられなかった乳児については、必要に応じて４か月児健診後に訪問指導を行う。 継続 ※国の「乳児家庭全戸訪問事業」全戸訪問を目指す。 訪問率93.3％ 今後も、家庭訪問に従事する保健師・助産師等の専門職を確保し、訪問者の資質向上に努める。乳幼児等訪問指導等事業 乳幼児の心身の発育発達が正常範囲でない場合や、心身の発達について諸問題を抱えている家庭、保護者の疾病や障がい、知識不足等により養育困難な家庭等、継続支援が必要な家庭に対して、保健師又は助産師が訪問指導を行う。 継続 ※国の「養育支援訪問事業」 年間725人養育支援ネット 医療機関からの情報提供により、養育に支援を要する妊産婦及び乳幼児への訪問指導を実施 継続 ※国の「養育支援訪問事業」 年間受理件数　２０８件セカンド訪問 妊婦、新生児、赤ちゃん訪問等により把握された妊産婦・新生児・乳幼児について4か月健診までの間に継続支援が必要と判断された者に対して複数回の訪問指導を実施 継続 ※国の「養育支援訪問事業」 年間123人低出生体重児届出 2500ｇ未満で出生した乳児の届出を受ける。 新規 現状維持 年間167人未熟児訪問 身体機能が未熟なまま出生した乳児を助産師又は保健師が訪問指導を行う。 新規 現状維持 年間167人1228 未熟児養育医療給付事業 未熟児養育医療給付事業 母子保健法第20条の規定に基づき、医療を必要とすると認めた未熟児の医療給付を実施する。医療給付は、入院中の保険診療分、食事療養費が対象。 新規 現状維持 医療券交付件数（新規申請のみ）　51件 県からの権限移譲に伴い平成２５年度から実施している。医療が必要な未熟児に対し医療の給付を行うことにより、健やかな成長の支援に寄与している。 13,429
子ども家庭支援センター 1210 産後・育児支援ヘルパー派遣事業 産後・育児支援家庭訪問事業 産後の体調不良のため家事や育児が困難な家庭、多胎児や低出生体重児を出産した家庭にホームヘルパーを派遣する。また、妊娠期から、あるいは児童の養育に支援が必要と認められる家庭に専門的支援を行う者などを派遣し、当該家庭の適切な養育を確保する。・相談、指導及び支援・家事援助・育児援助

拡充 ※国の「養育支援訪問事業」平成１７年度から事業開始 申請件数４８名要支援家庭 利用者数：１名 援助日数：７日 援助時間：８.５時間産後家庭 利用者数：３９名 援助日数：３3６日 援助時間：５２８.５時間
要支援家庭にヘルパーを派遣し、家事の援助を行う事で、子どもの養育環境を整える事ができた。また、産後家庭にヘルパーを派遣し、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。 1,614

健康推進課 1212 母子保健相談指導事業 乳児相談 乳児の保護者を対象に成長発達、栄養、育児等、個々の問題に対して相談に応じ、母親の不安を軽減し、乳児の健やかな育成を支援する。健康センター他市内4会場で実施 継続 身近な地域で気軽に参加できるよう、実施会場を検討していく 32回、661人市内4会場で開催 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もなっている。 №1207に含む

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名
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。個別性を重視した相談に応じられている。

8,667 事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）1209 母子保健訪問指導事業
健康推進課
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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・１０か月児健診・１歳６か月児健診・３歳児健診 継続 ・いずれの健診も健診の受診勧奨を行い、未受診者は状況把握に努める。・児童館や保育所等の子育て支援事業を健診当日にPRするなど、子育て支援部門との連携を充実させる。 ○４か月児健診 24回、1,917人○１０か月児健診 24回、1,814人○１歳６か月児健診 24回、1,872人○３歳児健診 24回、2,025人 民生児童委員の協力のもと、従来からの３歳児健診に加えて、４か月児・１０か月児・１歳６か月児健診の健診未受診者に対し、未受診児調査訪問を行い、未受診児の状況把握の強化を図ることができた。 20,990
健康推進課 1214 母子保健相談指導事業 ニコニコ育児相談 幼児を対象に、臨床心理士や保健師等による育児や成長発達に関する相談を実施し、子どもの成長と保護者への育児支援を行う。月１回実施 継続 子ども発達支援センターと協力し、発達相談機能を充実するとともに保護者への心理的支援を行う。 年２３回開催（うち心理相談のみ4回）、１４１人 相談希望者が多く、相談内容も複雑になっている。 №1207に含む健康推進課 1216 母子保健健康診査事業 １歳６か月児、３歳児精密健康診査 １歳６か月児健診や３歳児健診の結果、身体発育面でより精密に健康診査を行う必要のある幼児を対象に各医療機関に委託し実施 継続 必要な子どもについて継続実施 １歳６か月児健診　1名３歳児健診　３名（公費負担した人数） 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。 No.1213に含む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 女性のための相談（女ごころ何でも相談）（再掲） 女性が、一人の人間として、元気にのびやかに毎日を過ごすことができるように、夫婦間、男女間、からだのこと、人とのつきあい、セクハラなど、さまざまな心の悩みのサポートをし、自分らしい生き方支援につなげる。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 現在の相談事業の継続実施とともに、他の相談事業との連携を図り、一人ひとりの生き方支援の充実を図る。 女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談（面接・電話）サポート・グループ・カウンセリングを実施面接相談　１１１件電話相談　７２６件法律相談　３８件サポート・グループ・カウンセリング「思春期の子どもとの関係～ちょうどいい子どもとの距離を考える～」（全５回・参加者数のべ３３人）「母と娘の関係～それぞれの人生、母と娘の境界線を探して～」（全５回・参加者数のべ４７人）

女性のための相談事業や講座等により、女性一人ひとりの生き方を支援することができた。引き続き、相談事業や講座等について一層の周知を行い、利用者や参加者の増加を目指す必要がある。 2,664
健康推進課 1217 休日応急診療所事業休日歯科応急診療事業 休日応急診療所・歯科応急診療所の開設 内科・歯科について日曜・祝日・年末年始に開設し、急病時の診療を行う。 継続 休日診療対策の一環として日曜・祝日・年末年始に実施現状維持 開設日数７２日受診者数 内科　１，０９１人（うち小児０人） 歯科　　　３９０人（うち小児４９人） 内科・歯科の休日の応急診療を行い、初期救急医療機関としての役割を果たしている。 23,551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27,837人（うち宝塚市民7,467人）電話相談件数14,251件（うち宝塚市民4,617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。 26,171
市立病院 小児救急輪番当番日数　１３２日小児科患者の受入れ数６２１件 休日・夜間の安定的な小児救急医療を提供することができた。 4,003健康推進課 1219 救急医療対策事業 救急医療施設の確保 休日・夜間の重症急病患者の医療を確保するため、２次救急医療施設の確保を宝塚市医師会に委託している。医療施設は宝塚・宝塚第一・こだま・市立病院の救急告示４病院による輪番制。 継続 休日診療対策の一環として継続実施 休日７２日、夜間１４9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。 10,591

平成２５年度決算額（千円） 事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題課名 № 事務事業名

救急医療対策事業 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。小児救急医療体制の整備 休日・夜間の小児一次救急医療機関として、阪神北圏域の３市１町が共同して「阪神北広域こども急病センター」を設置し、平成２０年(2008年)４月から診療を開始している。小児二次救急については宝塚・伊丹・川西の３市立病院を中心とした輪番制により対応。また、圏域内の一次・二次救急医療機関のバックアップを県立塚口病院に依頼している。 継続1218
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教育研究課 1223 研究・研修事業 教職員に対する研修 学校等における性教育を推進するため、教員の研修を実施する。 継続 現職研修会の中で、他の研修課題と調整の上実施していく。 現職研修会においては、夏季休業中に９回実施し、教職員の研修を深めた。学校の校内研究会を重ねて、全教職員で参加するケースもあり、延べ１０２３名の参加があった。その中でも特に、「性同一性障がい」をテーマに性的マイノリティの問題を取り上げ、性教育につながる命の教育の大切さを教職員が学ぶ機会となった。 参加人数も年々増加し、研修内容も充実している。今後も継続し、性教育を推進していくための講座に相応しい講師の招聘に努めなければならない。 10,692
健康推進課 1224 母子保健相談指導事業 健全母性育成事業 思春期における喫煙・飲酒・性について、学校や関係機関と連携を図りながら正しい知識の普及に努める。 継続 継続実施 喫煙予防　小学校2回、中学校１回飲酒予防　なし性教育一般　　小学校9回性教育（HIV)　小学校5回 男女が互いに尊重しあって生きていく大切さと、性についての正しい知識をもつ重要性を理解する機会となった。 No.1207に含む
学校教育課 学校教育指導事業中学校行事振興事業 中学生に対する生命の尊さ講座 「生命の尊さ講演会」を全中学校で実施した。「赤ちゃん学校へ行こう」を2校で実施した。 男女が互いに尊重しあって生きていく大切さと、性についての正しい知識をもつ重要性を理解する機会となった。また、家族愛について生徒に再認識する機会になった。 539
健康推進課 1225 母子保健相談指導事業 離乳食学級 生後４～６か月児の保護者に対して、調理実習を通して具体的に乳児期の適切な栄養・育児について指導を行う。 継続 宝塚市の食育推進計画（２２年度(2010年度)策定予定）に基づきながら、乳児期の良い食習慣確立を目指す。 年12回開催、274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。 No.1207に含む健康推進課 1226 健康教育・健康相談事業 健康的な食習慣確立事業の実施 宝塚いずみ会に委託し、健康的な食習慣確立のための調理実習を中心とした講習会を行い、啓発活動を実施する。親子でわくわくクッキングを年４回以上実施している。 継続 宝塚市の食育推進計画（２２年度(2010年度)策定予定）に基づきながら、幼児や学童期のより良い食習慣確立を目指す。 年４回開催、８５人 祖母の参加もあり、楽しく健康的な食事について学ぶことができた。台風の影響で参加者が少なくなった回があり、参加者数が減少した。 109

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）
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（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実 ①　障がい児と家庭への支援の充実　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援　③　児童虐待防止対策の充実障害福祉課 1301 地域生活支援事業 相談支援事業 障害者自立支援法に基づく地域自立支援協議会に「こども部会」を設置し、障がい児の療育、教育、発達支援、生活支援等について協議し、地域の関係機関による支援のネットワークを形成する。 継続 障がいのある人（児童）への支援の理念・価値観を共有し、関係機関の連携を深めていく。 地域自立支援協議会こども部会を年６回開催。学校、福祉サービス提供事業所及び相談支援事業所等の連携について協議した。 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。 32,030（相談支援事業委託料の合計額）
子ども発達支援センター

1303 在宅児支援事業 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：主に就学前児　・回数：おおむね月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、対象児 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・回数：年５回○「出前発達相談」身近な市内の子育て支援実施場所に出向き、相談事業を行う。・場所：保育所、児童館等３～５箇所・回数：３６回程度

拡充 早期発見から早期療育へつなぐ役割を今後も担う。教育機関との連携をはかりながら学齢児の発達支援を行う。「のびやか相談」「出前発達相談」をH22年度(2010年度)から実施
○子ども発達総合相談 来談者３６９人 相談件数４８３件○学童発達相談 相談件数５５件（内乳幼児の相談が２５件）○のびやか相談 相談件数２７件○出前発達相談 ５箇所２２回 相談件数１０９件

○子ども発達総合相談 子どもの発達に不安のある保護者に向けて、 各専門医師が相談を行うとともに、発達に遅 れのある児童を早期療育に繋げていくために 各種機関との連携をさらに深める。○学童発達相談 学童相談はH２５年度で終了。今後、学齢児の相談は、教育の相談事業へ案内する。○のびやか相談 ２７件の内、１３件について事後フォローや 次の支援に繋いだ。健康センターで行う事 業であり、今後継続実施が必要と考える。○出前発達相談 今後も身近な地域での相談を受けることが できる場所として必要である。
5,796

健康推進課 1216再掲 母子保健健康診査事業 １歳６か月児、３歳児精密健康診査（再掲） １歳６か月児健診や３歳児健診の結果、身体発育面でより精密に健康診査を行う必要のある幼児を対象に各医療機関に委託し実施 継続 必要な子どもについて継続実施 １歳６か月児健診　1名３歳児健診　３名（公費負担した人数） 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。 No.1213に含む子ども発達支援センター 1304 在宅児支援事業 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。○「ぴよぴよ広場」・対象：１～２歳児親子８組・回数：９回 拡充 健康推進課等と連携をはかり継続して実施する。「ぴよぴよ広場」をH22年度(2010年度)から実施 ○ぴよぴよ広場 親子１０組　８回ずつ実施 年間３クール 親子遊びの他に、対象児童の発達について専門的な講師からの指導助言を行った。また、次の支援が必要な１４人について、あそびっこ広場に繋いだ。 №1303に含む健康推進課 1305 障害者（児）歯科診療事業 障害者（児）歯科診療事業 歯科医院での治療が困難な障がい者や障がい児の歯科治療や検診、相談、指導を行う。 継続 原則週２回実施現状維持 開設日数１０２日受診者数９６７人（うち小児１２３人） 口腔の自己管理が困難な患者の定期的受診や継続治療の必要な重症例の患者も含め、全体として受診希望者が年々増加しており、希望日時の受け入れが難しくなってきている。 7,367

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）今後の展開の方向（計画策定時のもの）課名 方向性 事　業　名№ 事務事業名  事　業　内　容
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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） 継続 発音に誤りのある幼児は年々、増えている。今後もこの事業は継続していく予定である。現況（Ｈ21）　40人改善率　　　100％ 構音障がいのある就学前の幼児を早期に発見し、指導を行った。（末成幼稚園で実施）平成２５年度　通級人数３８人 相談件数９８件改善率４７．３％ 小学校１年生になってからの言葉の発音に関する相談が増えている。専門的に指導できる職員の確保が難しい。 313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聴覚士による言語機能回復訓練を行う活動を支援する。（中央公民館で実施） 継続 今後も引続き活動の支援を行う。 中央公民館において毎週火・木曜日に実施しており、２３名が参加、教室実施回数は９９回であった。 自立的な活動により、安定して実施・継続されており、定着している。 650社会教育課 1307 社会教育推進事業 親子体操教室 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。（スポーツセンターで実施） 継続 今後も継続して機能訓練と学習機会の場を提供する。 月１回、市スポーツ推進委員の指導により、スポーツセンターで実施。１１組の親子、延べ１８０人が参加 今後も継続して機能訓練と学習機会の場を提供する。 30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。 継続 障害者自立支援法に基づき実施 実利用人数 月平均　　　　　６４人利用時間 月平均　１，７９３時間 児童のみでなく、家庭環境に着目し、支援に努めている。 83,156
障害福祉課 1309 自立支援事業 児童短期入所（ショートステイ）事業 介護者が病気・出産等の理由により障がい児を家庭で介護することができないとき、一時的に施設で保護を受けるサービスを提供する。 継続 障害者自立支援法に基づき実施 実利用人数 月平均　　　　１５人利用日数 月平均　　　　６０日 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。 9,717
障害福祉課 1345 自立支援事業 障がい児通所支援事業 障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う児童発達支援や、学校に就学している障がい児に対し、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練等を行う放課後等デイサービスの利用に必要な費用を支給する。 継続 児童福祉法に基づき実施（平成２４年４月から、実施主体が県から市に変更されている） 実利用人数 月平均　　　３３５人利用日数 月平均　２，５１１日 障がい児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等が行われた。障がい児通所支援事業所の新規開設が市内・近隣市において続いており、利用者は増加傾向にある。 289,569
障害福祉課 1347 自立支援事業 自立育成医療（育成医療） 障がい児のうち身体障がいのある者の健全な育成を図るため、当該障がい児に対し行われる生活の能力を得るために必要な手術等の医療に対し、自立支援医療費（育成医療）を支給する。 新規 障害者総合支援法に基づき実施（平成２５年４月から、実施主体が県から市に変更される） 実人員 入院　　２２５人 入院外　２０２人 障がい児のうち身体障がいのある者の健全な育成を図るため、当該障がい児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療に対し、自立支援医療費（育成医療）を支給した。 2,335
障害福祉課 1310 地域生活支援事業 日中一時支援事業 障がいのある児童（人）の日中における活動の場を確保し、見守り、排せつの介助等の支援を行うことにより、障がいのある児童等を介護している家族の一時的な休息の機会を提供する。 継続 障害者自立支援法に基づき実施 実利用人数 月平均　　　１７６人利用日数 月平均　　　７１５日（者を含む） 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。 78,081（者を含む）

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容
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子ども発達支援センター 1346 在宅児支援事業 施設支援事業 ○保育所、幼稚園等へ発達相談員、臨床心理士が出向き指導する。回数：年100回の予定・保育所、幼稚園、学校等に子ども発達支援センター職員が出向き指導する。回数：年50回の予定・発達講座回数：年６回実施予定
継続 各機関職員が、さまざまな発達の問題に対応できるようスキルアップをはかる。 ○保育所、幼稚園等へ発達相談員、臨床心理 士が出向き指導する。 ８５回２５５件○保育所、幼稚園、学校等に子ども発達支援 センター職員が出向き指導する。 ５７回○発達講座 年５回実施、参加者３２０人

今後においても、専門講師や当センター専門職員が関係機関へ訪問を行い施設職員の資質向上を促すことが必要である。 №1303に含む
子ども発達支援センター 1311 すみれ園・やまびこ学園運営事業 すみれ園通園事業 手足や体幹に障がいのある乳幼児を対象に、診療・機能訓練（理学療法・作業療法・言語療法・感覚統合訓練）・保育・生活指導等の療育を行い、日常生活に必要な基本的能力を養う。（０歳～就学前）　定員４０名 継続 一人ひとりの子どもの状態に応じた適切な療育を保障する。 在園児４月２５名、１２月３６名。３月３８名。保育（集団、個別、分離、交流等）、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、給食提供（段階食）実施。短期介助制度　延べ１３回並行通園制度　３名外来訓練　１４０１回実施４月～３月延べ登園人数　３０５０名１日平均登園人数　１５名・障害児相談支援　２８件・保育所等訪問支援　１２件

訓練、保育、医療との連携をとりながら、園児の発達を支援できた。・障害児相談支援では、児童の発達や置かれている環境に応じた児童通所支援の提供が受けられる利用計画を作成した。・各機関、保護者への説明をすすめ、保育所等訪問支援を１２月から開始した。・平成26年度は、障がい児相談支援、保育所等訪問支援について事業を進める中で、ニーズを把握し体制を整えていく。
31,350

子ども発達支援センター 1312 すみれ園・やまびこ学園運営事業 やまびこ学園通園事業 知的発達の遅れ、情緒、対人関係等に問題がある子ども達を対象に集団及び個別指導並びに専門家による診察等の療育活動により適切な発達の援助と日常生活能力の養成を行う。（就学前）定員３０名 継続 一人ひとりの子どもの状態に応じた適切な療育を保障する。 在園児４月　３３名、１２月３３名。保育（クラス保育、個別療育、親子登園、生活指導、園外保育）発達検査、専門講師による相談指導実施。保護者勉強会（年間１２回）保育交流（保育所、幼稚園）４月～３月延べ登園人数５６３８名１日平均登園人数　２６名・障害児相談支援　１７８件・保育所等訪問支援　２件
適切な発達の援助及び日常生活能力の養成を行った。・障害児相談支援では、児童の発達や置かれている環境に応じた児童通所支援の提供が受けられる利用計画を作成した。・各機関、保護者への説明をすすめ、保育所等訪問支援を１２月から開始した。・平成26年度は、障がい児相談支援、保育所等訪問支援について事業を進める中で、ニーズを把握し体制を整えていく。

41,557
子ども発達支援センター 1343 あそびっこ広場運営事業 あそびっこ広場事業 発達に遅れがあり、早期療育が必要と認められた概ね１歳から就学までの乳幼児を対象に、集団療育、個別課題の設定、個別支援計画の策定等を行う。１日につき１クラス、１０名定員で、月曜日から金曜日（１５：００～１７：００）までの５クラスを実施する。 新規 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月から週４日実施。８月から週５日実施一日１０組の親子、５０組が参加。１７６回／年実施。 発達を促す遊びを実施する他、専門医師などによる指導も行った。また、次年度に向けて継続して支援が必要な場合、保育所や、幼稚園の特別支援保育、やまびこ学園に繋いだ。市内の各機関との連携を行いながら早期支援の一環として事業を継続していく。 9,927

平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題
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教育支援課 3108再掲 子ども支援事業 子ども支援事業（再掲） ○子ども支援サポーター配置事業一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがちな児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室登校指導員を派遣する。○支援ボランティア特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボランティアによる人的支援を行う。○幼稚園巡回カウンセリング○学校園訪問相談事業
継続 支援の必要な児童生徒に適切な支援を行う。 ・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と必要な中学校に週１日のサポーターを派遣した。・４月の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月末より派遣した。H25派遣状況･心理相談員…24小学校62人、4中学校7人に派遣･別室登校指導員…10中学校に派遣･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…4中学校7人に派遣･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…153人の児童生徒に延べ105人のボランティアを派遣（含む：難聴児童生徒5人に9人のボランティアを派遣）･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9回派遣、相談件数は延べ237件、コンサルテーション273件・学校園訪問相談…1幼稚園に1回、11小学校に16回、1中学校に1回派遣

・サポーターが子どもに寄り添いつつ適切な支援を行うことによって、対象の子どもの大半がおちついた学校生活を送ることができた。・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、教職員対象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校内支援体制の構築が必要である。・すべての子どもの居場所を保障し、信頼される学級、学校づくりにつなげていく。
40,068

学校教育課 3106再掲 特別支援教育推進事業 特別支援教育推進事業(再掲) なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活動を実施する。 継続 安全に配慮しながら、さらなる内容の充実に努める。 ６／１５になかよし運動会、１／３１～２/６にふれあい作品展、２／１８にさよならコンサートを実施。 どの行事も園児、児童、生徒にとって楽しい活動の場や日々の教育活動の発表の場となり有意義な会となっている。 50学校教育課 3107再掲 特別支援教育推進事業 特別支援教育推進栃木県派遣事業(再掲) 特別支援学級及び特別支援学校の中学３年生を大分県へ派遣し、現地での乗馬体験等を通して自立心を育てる。 継続 受益者負担も取り入れながら、派遣先など内容の充実を図り継続する。 ８／１８～２２に大分県別府市及び飯田高原に２１名の生徒を派遣。 親元を離れた生活（４泊５日）、新しい人間関係の構築、乗馬セラピー等様々な体験活動の実施を通して生徒たちの「自立」につながる活動ができた。 4,594
障害福祉課 1313 障害者就労支援事業 障害者就労支援事業 障がい者の職域開発、就労の場の確保、職場定着など一貫した就労支援を関係機関の連携の基に実施する。 継続 障がい者の就労・生活支援を一元的に実施 相談件数　　３，２９７件相談者数　　　　３２８人就職人数　　　　　２５人 就職人数については、平成２１年度は２７人、平成２２年度は４９人、平成２３年度は５６人、平成２４年度は５７人と増加傾向であったが、平成２５年度は２５人と減少した。近年は障害者雇用率の改定などにより就職人数も増加したが、就職可能な者の就職は落ち着いたと考えられる。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。

22,620
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 継続 各相談機関と連携を図り、就労促進により経済的自立を援助する。 ・母子・寡婦相談　1,328件 （生活　560件、児童　119件、経済的609件、その他　40件）・父子相談　19件 ・1件当たりの相談が長時間に及ぶケースが増加、また、就労・生活相談等他部門との連携が重要となるため相談体制の拡充が望まれる。 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 継続 相談業務を通じて受給者を決定していく。 4名介護職員基礎講座　　4名 受講する講座が就労に結びつきにくい。 62
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 母子家庭の母又は父子家庭の父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：2年間 支給額：月額100千円（課税世帯は、75千円） 支給対象者、対象資格の指定等要件あり 継続 相談業務を通じて受給者を決定していく。 19名に給付 ・事前相談後、入学に至らないケースが見られる。 21,137

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容
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住まい政策課 4101再掲 市営住宅管理事業 市営住宅管理事業(再掲) 子育て世代に対する住宅確保の支援（市営住宅における２０才未満の子を扶養する母子（父子）世帯の優先募集） 継続 空家募集においては、可能なかぎり、母子世帯等優先枠を設定していく。 春・秋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・・・2件  今年度は春・秋空家募集住宅において、母子世帯向け住宅4戸(春秋各2戸）、子育て世帯向け住宅（春秋各１戸）の優先枠となった。 今後も、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、慎重に考慮していく。 0
所管課非公開 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○　宝塚市ＤＶ対策推進連絡会議の開催 拡充 「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 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んだ。・ＤＶ対策推進連絡会議（２回）・市職員研修　参加者数８４人・市民意識啓発事業 ＤＶ防止セミナー「子どもたちを守りたい～デートＤＶを知っていますか？～」・市内県立高校性を対象としたデートＤＶ予防教室 宝塚西高校・ＤＶ対策基本計画進捗状況調査

引き続き、ＤＶ被害者に対する支援の充実及びＤＶ防止のための啓発に取り組む必要がある。 102
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 女性のための相談（女ごころ何でも相談）（再掲） 女性が、一人の人間として、元気にのびやかに毎日を過ごすことができるように、夫婦間、男女間、からだのこと、人とのつきあい、セクハラなど、さまざまな心の悩みのサポートをし、自分らしい生き方支援につなげる。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 現在の相談事業の継続実施とともに、他の相談事業との連携を図り、一人ひとりの生き方支援の充実を図る。 女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談（面接・電話）サポート・グループ・カウンセリングを実施面接相談　１１１件電話相談　７２６件法律相談　３８件サポート・グループ・カウンセリング「思春期の子どもとの関係～ちょうどいい子どもとの距離を考える～」（全５回・参加者数のべ３３人）「母と娘の関係～それぞれの人生、母と娘の境界線を探して～」（全５回・参加者数のべ４７人）

女性のための相談事業や講座等により、女性一人ひとりの生き方を支援することができた。引き続き、相談事業や講座等について一層の周知を行い、利用者や参加者の増加を目指す必要がある。 2,664
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。 継続 専門機関との連携を図り、様々な分野の相談に対応していく。 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。相談件数61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、ブラジル等の非英語圏からの相談や専門性の高い相談に対応できる人材の確保が課題。また、専門機関等との一層の連携強化が求められる。 国際・文化センター指定管理料46,550千円に含まれる。学校教育課 3111再掲 教育国際化推進事業 教育国際化推進事業(再掲) 日本語の不自由な幼児児童生徒のサポーター派遣を実施する。 継続 日本語が不自由な外国籍及び帰国児童・生徒の学校生活を支援し、地域社会に速やかに適応できるようにする。 日本語が不自由な幼児児童生徒の学校園生活を支援し、学校と家庭との意思疎通を助け、地域社会に速やかに適応させることを目的に、「日本語の不自由な幼児児童生徒サポーター」を9小学校・5中学校に派遣した。 日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園での学習や生活、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29名の幼児児童生徒にしてもらい成果をあげた。また、一定の在日期間があっても、生活言語は話せても、学習言語の定着が難しい場合があり、派遣時数の拡充の検討が必要である。 3,220
医療助成課 1319 福祉金・給付金支給事業（身体・精神・知的障害者福祉金） 身体・精神・知的障害者福祉金 市内に１年以上居住し、以下の手帳を持つ児童に支給する。（所得制限有）・身体障害者手帳（１～６級）・療育手帳（重度～軽度）・精神障害者保健福祉手帳（１～３級） 継続 対象者への影響を考慮しながら、支給要件や支給額など事業のあり方を検討する。 9832人 関係課との協議は進展しなかった。 267,356

平成２５年度決算額（千円） 事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題課名 № 事務事業名
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医療助成課 1320 障害者（児）医療助成事業 障害者（児）医療助成事業 身体障害者手帳１～４級の人、療育手帳Ａ・Ｂ(1)判定者または精神障害者保健福祉手帳１級・２級の人に対し、医療費を助成する。所得制限あり。 継続 平成21年(2009年)7月から制度を一部改正し、医療費の助成を継続する。 7651人 県制度の動向などを踏まえて、適切な運営に努めたことにより、対象者の保健・福祉の向上に寄与した。 919,806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 50,400円 中度 33,570円 継続 国の基準に基づき実施 受給者　473人(H26.3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） 継続 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき実施 延べ１，７３６人に給付 国の基準に基づき実施 24,732障害福祉課 1323 特別障害者手当等給付事業 介護手当支給 重度の障がい者（児）の介護を行う者に対して手当を支給する。（所得制限有） 継続 県・市の要綱に基づき実施 延べ１６３人に給付 県・市の要綱に基づき実施 1,359学事課 1324 特別支援教育就学奨励費（給食費含む、小・中） 特別支援教育就学奨励費 特別支援学級へ就学している児童、生徒の保護者に対する給食費、学用品費等の費用の一部を補助。 継続 現在の制度を維持継続していく。 補助対象児童生徒数小学校　126人中学校　　27人 特別支援学級在籍の特殊事情に鑑み、その保護者に対する経済的負担の軽減を図るととともに、特別支援教育の普及奨励を図ることができた 4,168
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 児童福祉施設及び里親に措置されている児童等の保護者、児童発達支援センターから児童発達支援を受けている児童の保護者並びに指定障害児入所施設又は指定医療機関から障害児入所支援を受けている児童の保護者に対し、入所等に要した費用の一部を助成する。 継続 今後の展開の方向方針については、制度は存続することとし、内容は当面、平成２１年度(2009年度)どおりとして据え置き。 助成対象実人数77人助成金交付額 1,437,740円 経済的負担の軽減につながった。 1,438
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４１，４３０円～９，７８０円 拡充 国の基準に基づき実施 受給者　1,588人（H26.3月末） 国の基準に基づき実施 678,727
医療助成課 1327 母子家庭等医療費助成事業 母子家庭等医療費助成事業 母子家庭及び父子家庭の父母等で満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（但し、児童が高等学校等に在学中の場合は、満２０歳に達する日の属する月の末日までのものを含む）を監護している者及びその児童並びに遺児に対し、医療費を助成する。(所得制限有) 継続 平成21年(2009年)7月から制度を一部改正し、医療費の助成を継続する。 2964人 県制度の動向などを踏まえて、適切な運営に努めたことにより、対象者の保健・福祉の向上に寄与した。 80,795
医療助成課 1328 福祉金・給付金支給事業（母子・父子・遺児福祉金） 母子・父子・遺児福祉金 市内に１年以上居住し、１８歳未満の子どもがいる母子、父子及び１８歳未満の遺児に支給する。(所得制限有) 継続 対象者への影響を考慮しながら、支給要件や支給額など事業のあり方を検討する。 1856人 関係課との協議は進展しなかった。 54,206
学事課 1329 教育総務事業 朝鮮学校就学補助制度 伊丹朝鮮初級学校及び尼崎朝鮮中級学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、就学補助金を交付し、負担軽減を図る。 拡充 中級学校の補助額を70,000円から140,000円に増額した。 尼崎朝鮮中級学校就学補助金 10件伊丹朝鮮初級学校就学補助金 10件伊丹朝鮮初級学校就園補助金 0件 公的補助が少ない朝鮮学校に在籍する児童生徒の保護者に対する補助金により、その経済的負担を軽減した 2,695

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）
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学事課 1330 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費要保護及び準要保護児童・生徒医療費扶助 就学援助制度 経済的理由により、小・中学校の就学に必要な費用の支払いが困難な児童・生徒の保護者に対し、医療費・学用品費等・給食費の費用の全部又は一部を援助する。 拡充 学校教育法に基づき制度を運用し、義務教育の円滑な実施に資する。 準要保護児童生徒数小学校　1,296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対する就学援助により、義務教育の円滑な実施に寄与した。 158,164
学事課 1331 奨学助成事業 私立高等学校入学支度金融資あっせん制度 経済的理由によって修学困難な私立高校入学予定者に対して入学支度金融資のあっせんをするとともに、融資実行者については借入利子相当分を補助し負担軽減を図る。 継続 取扱金融機関の拡大など制度の充実を図る。 ０件 私立高校入学予定の中学３年生の保護者に限定した入学支度金の融資斡旋制度であるが、近年は需要が皆無であるため利便性を高める等の改善が必要である。 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
拡充 平成１７年度(2005年度)から修学資金の制度を給付と貸付の２方式とし制度の充実を図る。 (1) 給付 公立高校生　100名 私立高校生　　63名(2) 貸付 公立高校生　　12名 私立高校生　　38名 公立大学　　　　1名 私立大学　　　14名 経済的な理由により修学が困難な高校生、大学生に対する修学資金の給付又は貸付により、修学機会の拡大に寄与した経済状況の悪化に伴い需要は増加傾向にあり、累積する貸付金の償還回収事務の増加が懸念される。 33,023

子育て支援課 1333 児童虐待防止施策推進事業 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、子ども発達支援センター、青少年センター、教育支援課(調整機関：子育て支援課)
継続 児童虐待の早期発見、早期対応を中心とした要保護児童全般の対応に、要保護児童対策協議会の効果的活用を図る。 ・虐待相談対応件数　424件・心理相談回数　23回・代表者会議　1回・実務者会議　連絡会議　2回・実務者会議　進行管理会議　6回・個別ケース会議　207回・市民啓発講演会　1回・児童虐待対応専門研修　2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。 2,197

子育て支援課 1334 児童虐待防止施策推進事業 虐待防止マニュアルの活用 関係機関の共通認識のため、平成２１年度に作成、配布したマニュアルを活用し、早期発見、早期対応を図る。 継続 一層の機関連携に努める。 関係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、早期対応を図った。 マニュアルに記載している連携機関の増加や要綱の改正に伴い、より充実したマニュアルの作成が必要である。 №1333に含む子育て支援課 1335 児童虐待防止施策推進事業 啓発の促進 広報たからづかの特集記事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。 継続 関係機関・団体等の職員等以外の一般市民への啓発に努める。 ・広報たからづかの特集記事等で啓発した。・児童虐待防止市民啓発講座を実施した。・横断幕を市庁舎に掲示、のぼり旗を市内に設置して啓発を行った。・街頭にて市民を対象に啓発グッツを配布した。・市職員のオレンジリボンの着用 関係機関・団体等の職員等以外の一般市民への啓発の取り組みが必要である。 №1333に含む
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人権男女共同参画課 人権啓発推進事業 広報たからづか、ウィズたからづか等で市民に啓発する。また、パンフレットを作成し学習する。子どもの権利擁護に関する講演会の実施 継続 広報紙を通じて情報発信を継続する。様々な方法を利用して、子どもの人権擁護を推進する。 ・「ウィズたからづか」に関連情報を提供した。・地域別市民のつどいにおいて「保護者と教師は敵ではないのに～子どものために地域とあわせて手をつなぐこと～」をテーマにした講演会を実施した（2月24日（月）参加者数１３９人） ・啓発記事を増やすことが課題である。・引き続き、「子どもの人権擁護」に関するテーマを取り上げた講演会を実施する必要がある。 330
子育て支援課 1336 児童虐待防止施策推進事業 専門的カウンセリングの推進 虐待へ的確に対応するために、専門的なカウンセリング実施を検討する。 継続 家庭相談員の資質の向上及び職員への還元のため研修に派遣 5名の家庭相談員が各種研修会に参加した。計7回（ｶｯｺ内は参加延べ人数） 4月3回（6名）、5月1回（1名）、7月1回（1名）、8月7回（12名）、9月1回（4名）、10月1回（1名）11月1回（1名）、12月1回（1名）、2月1回(3名)、3月3回(5名) 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。 継続 現況（Ｈ21）臨床心理士嘱託７人　報償費８人今後も継続実施 教育相談員による継続的な来所相談（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。・教育相談受理件数…400件・面接回数…延べ12,267回・電話相談受理件数…347件・青少年何でも相談ダイヤル支援を要する児童生徒の課題解消のため、緊急訪問や関係機関との連携を行い、迅速で適切な支援に努めた。

・表面的には現れにくいところで、学校園や家庭、地域を支えることができている。・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。・引き続き、市民のニーズに応じたきめ細やかな教育相談を粛々と行う。
16,384

子育て支援課 1337 児童虐待防止施策推進事業 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。 継続 増大する子育て不安等、第一線の相談・援助機関として、その役割は益々増大しており体制整備を図る。また、県健康福祉事務所、川西こども家庭センター等の関係機関との連携を強化する。 ・相談体制強化 家庭相談員5人、係長１人、事務職員１人体制・子ども家庭なんでも相談相談件数　　1,488件相談延べ回数14,121件・ショートスティ利用回数  44回 〃　　利用延べ日数  119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。 №1333に含む
子育て支援課 1338 児童虐待防止施策推進事業 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、②悩みの電話相談（子ども専用）、③子どものための一時避難所の機能を付加し、運営の安定を図るため人件費を社会福祉法人三光事業団に助成する。 継続 他の機関とのより一層の連携を図る。 ・２４時間電話相談　290件・子育て家庭ショートステイ 延べ利用日数119日・緊急一時保護受け入れ 5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、夜間を含めて利用があり、利用者の不安解消につながった。 9,053
子育て支援課 1339 児童虐待防止施策推進事業 ２４時間対応電話相談 子どもに関する相談のニーズは、多様で緊急事態への対応も必要であるので、地域小規模児童養護施設「御殿山ひかりの家」との連携により２４時間対応の電話相談「ハッピートークたからづか」を実施。 継続 他機関とのより一層の連携を図る。市民に対して２４時間対応の電話相談の周知を図り、昼夜を問わず保護者が気楽に相談できるようＰＲに努める。 電話相談件数年間29０件※早朝は２４時～９時 日中は９時～１７時３０分 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、子どもの不安解消につながった。 №1338に含む
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いきがい福祉課 1340 民生・児童委員活動補助事業 民生・児童委員活動補助 豊かな心を持ち、心身ともに健康で自立性、主体性、社会性のある子どもを地域社会全体で育てていくため、民生・児童委員として、要保護児童及び要援護家庭の把握に努め、援助指導を推進し、心豊かな子どもを育てる活動を展開する。 継続 相談・支援件数は増加傾向にあり、民生・児童委員、主任児童委員の役割は大きくなっている。一層の支援活動が求められるため、事業を継続する。 ・子どもに関する相談・支援件数 2,180件・要保護児童の発見通告・仲介件数 ９０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、兵庫県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。 30,800
子育て支援課 1341 児童虐待防止施策推進事業 子ども専用悩みの電話相談事業 24時間体制で子どもの悩みの電話相談を受けることにより、子どもの悩みの解消を図るとともに、支援が必要なケースについては、関係機関と連携し対応していく。（23年度までは青少年センターと共同で実施、24年度から子育て支援課所管で実施） 継続 子どもの悩みの解消を図るとともに、支援が必要なケースについては、関係機関と連携し対応していく。 電話相談件数年間159件昼間（９：００～１９：００）…70件夜間（１９：００～翌９：００）…89件 夜間や早朝を含めて利用があり、子どもの不安解消につながった。 №1338に含む
子育て支援課 1342 児童虐待防止施策推進事業 子どものための一時避難所事業 子どもが緊急避難を訴えた場合には教育的配慮の観点から一時的な避難場所を提供することによって、子どもの気持ちを穏やかにし、保護者と子どもとの関係の解消を図る。 継続 子どもが緊急避難を訴えた場合には教育的配慮の観点から一時的な避難場所を提供することによって、子どもの気持ちを穏やかにし、保護者と子どもとの関係の解消を図っていく。 一時避難件数･･･0件 子どもが緊急避難を訴えて、関係機関と連携して支援する必要のあるケースがなかった。 №1338に含む
子育て支援課 1344 児童虐待防止施策推進事業 ペアレントトレーニング実施事業 自分や子どもを傷つけている親に対して、「セルフケア」と「問題解決力」を身につけてもらうことによって、子どもへの虐待や体罰を防止する。 新規 親の虐待を防止し、子どもにとって良い環境を築いていく。 ペアレントトレーニングを開催した。3クール対象人数30名 受講者からは子どもへの関わり方が変わったと好評で、児童虐待の防止に寄与している。 2,027（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(所得制限あり)。 支給対象　中学校終了まで 支給金額　第１・２子　10,000円 （月額）　第３子 15,000円 ３歳未満一人月額15,000円 中学生一人月額10,000円 ☆特例給付（所得制限超過者） 一人月額5,000円

拡充 国の基準に基づき実施。平成22年度(2010年度)については、子ども手当として中学生までを対象に一律一人月額13,000円（所得制限なし）が支給されるため、児童手当は、子ども手当に包含される。今後、国の制度設計の中で児童手当が子ども手当に統合される可能性が大きい。
支給延べ子ども数 369,268 国の基準に基づき実施。 3,789,015

医療助成課 1402 乳幼児等医療費助成事業 乳幼児等医療費助成事業 出生の日から満１５歳到達後最初の３月３１日までの間にある乳幼児（１歳児以上は所得制限有り）に対し、医療費を助成する。 継続 平成21年(2009年度)7月から制度を一部改正し、医療費の助成を継続する。 24,818人平成25年7月から通院の医療費助成について、小学校３年生までから中学3年生までに拡充した。 対象者の健康の保持・増進を図るとともに、子育て支援に貢献した。 583,965
学事課 1403 私立幼稚園就園奨励費補助事業 私立幼稚園就園奨励費補助制度 私立幼稚園の保育料及び入園料の一部について市が補助金を交付し、保護者の経済的負担の軽減と幼稚園教育の振興を図る。 継続 保育料の公私間格差もあり、制度を継続する。 2,169件 公私立幼稚園間の保育料及び入園料の格差是正を図るとともに、その保護者の経済的負担の軽減に寄与した。 186,505

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）今後の展開の方向（計画策定時のもの） 事　業　内　容課名 事務事業名№ 方向性 事　業　名
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２　子育てと仕事の両立支援（１）　雇用環境の整備推進 ①企業等への啓発の推進人権男女共同参画課 2101 男女共同参画センター管理運営事業 女性雇用に関する講演会の開催 事業主等を対象にワークライフバランス等についてをテーマに開催する。 継続 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（全３回・参加者数のべ３５人）・エルズルーム発サポート講座「子育ても仕事も　私も輝きたい！」　参加者数13人・「男女共同参画社会づくりをめざす出前講座」・入札参加資格者名簿への登録を希望する事業者に対し、ワークライフバランスの実現に向けての取組に関する項目を含む「男女共同参画の取組に関するアンケート」を実施することにより、事業主への意識啓発を図った。
・ワークライフバランスについての情報提供を行う機会を増やす必要がある。・引き続き、出前講座の事業者等への周知に努めるとともに、事業者アンケートを実施し、その結果を受けた具体的な施策への取組が必要である。 110

商工勤労課 2102 労働行政事業 企業への啓発 事業主等を対象に女性雇用に関する育児・介護休業制度等について啓発を行う。 継続 宝塚市雇用促進連絡協議会を通じて市内企業への啓発を行う。 宝塚市雇用連絡促進協議会が主催して、「女性雇用の先進地事業所訪問」（平成２６年１月２１日）、「育児休業・介護休業セミナー」（平成２６年３月１４日）を開催した。 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にセミナーの内容に工夫が必要である。 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。 継続 後期計画に即して、実施し、おおむね３年毎に計画の見直しを行う。 階層別に行う研修などで、「特定事業主行動計画」の説明を行い、啓発に努めることで、制度を利用しやすい職場環境づくりに繋がるよう努めた。男性職員の育児休業については、１名の職員が取得した。 男性職員の育児休業取得など、一定の成果は見られるが、引き続き子育て支援制度を利用しやすい職場環境づくりに重点を置いた取り組みが必要である。 0（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商工勤労課
平成２５年度実績 評価・課題参加者が増加するようセミナー内容を工夫する。

平成２５年度決算額（千円）

平成２５年度決算額（千円）

平成２５年度実績 評価・課題

宝塚市雇用促進連絡協議会が主催する「女性雇用の先進地事業所訪問」（平成２６年１月２１日）、「育児休業・介護休業セミナー」（平成２６年３月１４日）に参加するよう宝塚市人権・同和教育協議会企業部に働きかけを行った。 170今後の展開の方向（計画策定時のもの）方向性継続

今後の展開の方向（計画策定時のもの）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性

課名 № 事務事業名  事　業　名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。 事　業　内　容
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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。 ・男女共同参画基礎講座（全５回・参加者数のべ９３人）・市民企画支援事業「男女平等　個人の尊厳」（参加者のべ２５人）・男性セミナー（全３回・参加者数のべ３５人） ・男女の家庭責任と就業の両立支援に関する意識啓発ができた。・意識改革が行動につながる学習の取組が必要とされている。・男性の意識改革ならびに具体的なスキルの提供と併せて、固定的な役割分担意識にとらわれない社会のシステムづくりに向けた取組を進めることが必要である。 270
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 女性のための相談（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性のための相談（面接・電話）サポート・グループ・カウンセリングを実施面接相談　１１１件電話相談　７２６件法律相談　３８件サポート・グループ・カウンセリング「思春期の子どもとの関係～ちょうどいい子どもとの距離を考える～」（全５回・参加者数のべ３３人）「母と娘の関係～それぞれの人生、母と娘の境界線を探して～」（全５回・参加者数のべ４７人）
女性のための相談事業や講座等により、女性一人ひとりの生き方を支援することができた。引き続き、相談事業や講座等について一層の周知を行い、利用者や参加者の増加を目指す必要がある。 2,664

人権男女共同参画課 2204 男女共同参画施策推進事業 啓発資料の作成 新しい家庭像を、一人ひとりが考えながら作りあげるための学習資料を作成、配布し、啓発を図る。 継続 男女共同参画センター啓発・情報紙の内容に取り入れ、作成・配布し、啓発を図る。 男女共同参画センターだより「エル・コンパス」を発行第21号「コミュニティで支えよう　ＤＶ被害女性と子どもの回復に向けて」第22号「小劇場から広がる世界」第23号「男たちよ、もっと気楽に行こう！」（各2,000部） センターだよりにより、新しい家庭像を、一人ひとりが考えながら作り上げるための意識啓発ができた。引き続き、センターだよりを発行し、さらに様々な機会や場所での広報に努める。 140
人権男女共同参画課 2205 男女共同参画センター管理運営事業 意識啓発のため学習講座実施 男女が共に参加できるような形で、男女共同参画を学習するための講座を実施する。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 特に父親（男性）が参加しやすい講座等の充実を図る。また、男女共同参画センターの定例的な講座、フェスティバルでの講座を開催する。 女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談（面接・電話）サポート・グループ・カウンセリングを実施面接相談　１１１件電話相談　７２６件法律相談　３８件サポート・グループ・カウンセリング「思春期の子どもとの関係～ちょうどいい子どもとの距離を考える～」（全５回・参加者数のべ３３人）「母と娘の関係～それぞれの人生、母と娘の境界線を探して～」（全５回・参加者数のべ４７人）

新しい家庭像を一人ひとりが考えながら作り上げるための意識啓発ができた。引き続き、市民のニーズや関心を探りながら実効性のある講座を継続して実施する。 2,664

課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）継続
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人権男女共同参画課
2206 男女共同参画センター管理運営事業 女性の就労についての理解促進 男女共同参画センターが取り組む男女共同参画社会づくりのための啓発講座を通じて、理解の促進を図る。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 女性のための就労支援講座を継続するとともに女性のチャレンジ支援（就労・市民活動支援など）の講座を実施する。 ・キャリアアップ相談１４件／起業相談１１件／エルズ相談２７件・起業・就労セミナー（全４回・参加者数のべ６９人）・エルズルーム発サポート講座「教室運営のノウハウ　パワーアップしたい教室！ステップアップしたい先生術！」（参加者数１９人）、「再就職と資格　就職に有利な資格ってあるの？」（参加者数２０人）、「グループ活動、一歩前進」（参加者９人）、「住み方は生き方の表現」（参加者３７人）、「子育ても仕事も輝きたい！」（参加者数１３人）、「クリエイティブの芽を伸ばす　アートを創り、育む力とは…」（参加者数１７人）

・講座の中で就職が決まった方がいた。今後も、働きたい女性のニーズを把握した企画を検討する。・参加者が課題を前向きにとらえ、一歩を踏み出すために自分に何が必要か見つめる機会を提供することができた。 240
人権男女共同参画課 2207 男女共同参画センター管理運営事業 男女共同参画センターだより「エル・コンパス」の発行 機関誌発行を通じて、男女共同参画社会づくりのための啓発、情報の提供等を実施する。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 社会状況や市民のニーズに即応した内容で、年３回発行する。 男女共同参画センターだより「エル・コンパス」を発行第21号「コミュニティで支えよう　ＤＶ被害女性と子どもの回復に向けて」第22号「小劇場から広がる世界」第23号「男たちよ、もっと気楽に行こう！」（各2,000部） センターだよりにより、新しい家庭像を、一人ひとりが考えながら作り上げるための意識啓発ができた。引き続き、センターだよりを発行し、さらに様々な機会や場所での広報に努める。 140
健康推進課 1202再掲 母子保健相談指導事業 母親学級・父親学級（両親学級）（再掲） ○母親学級 ５か月以降の妊婦を対象に、妊娠中の日常生活、妊婦体操、お産の経過、妊娠中・産後の栄養、育児、沐浴等の講義、実習を行い、安心して出産・育児に臨めるよう支援する。毎月３回１クール実施○父親学級（両親学級） 両親が協力しあう育児を支援するため、まもなく父親、母親になる人を対象に、妊娠中の体の変化、育児、沐浴等について講義、実習を行う。年12回実施、日曜日開催含む

継続 正しい知識を普及し交流の場の提供を図るため内容等を検討し実施する。 ○母親学級 36回　475人○父親学級（両親学級） 12回 受講組数　227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
（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

保育企画課 ☆2301 私立保育所誘致整備事業 認可保育所整備事業 保育ニーズに的確に応えるために、適切な立地に留意しながら保育所整備を推進し、待機児童を解消する。 拡充 待機児童を解消するため、認可保育所の誘致整備等により２１０人の定員増を図る。現況（Ｈ21） 23 か所　定員 2295人目標値（Ｈ26） 25 か所　定員 2505人
宝塚じあい保育園（定員１２０人）を宝塚市売布に誘致整備し、平成2６年4月開園した。また、平成26年3月仁川団地地区内に高齢者福祉施設との複合施設として定員１２０人の保育所の整備に着手した。Ｈ26.4月　２７か所　定員2,765人 待機児童解消に向け、宝塚じあい保育園を整備したが、依然、待機児童の解消には至っておらず、仁川団地地区内複合施設の整備だけでなく、引き続き平成２6年度に定員１２０人の認可保育所2園を誘致整備し待機児童解消を目指す。 177,962

保育事業課 2302 指定保育所助成金 指定保育所助成事業 市内にある認可外保育所で市が定める一定の基準を満たしている保育所を宝塚市指定保育所として指定し、指定した保育所に対して助成をする。 継続 待機児童の状況、認可保育所の整備状況を勘案しながら指定箇所数を検討する。 既存８園で実施。 年間延べ3,421人の児童を受け入れ、待機児童の解消に寄与した。 202,965

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）

平成２５年度決算額（千円）平成２５年度実績 評価・課題 事　業　名 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 事　業　内　容 方向性事務事業名課名 №
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保育企画課保育事業課 2303 市立保育所保育実施事業私立保育所保育実施事業 保育所保育実施事業 保育所入所児童の健全な育成及び保育所の円滑な運営を行う。 継続 継続実施 ４月から公私立２5園（２分園含む）で、総定員2，625人に緊急枠２７4人を加えた、総受け入れ枠２，899人を確保し、保育を実施した。 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 370,103私立保育所1,854,244保育企画課保育事業課 継続 就学前の障がい児のうち、保育に欠ける児童であって、保育士の加配によって対応の可能な児童について、受け入れを行う。 市立全園で34人、私立15園で53人障がい児を受け入れ、統合保育を実施した。（87人の障がい児に対して加配保育士を67人配置） 保育士の加配が必要と思われる児童が増加傾向にあることから、保育士配置等の受け入れ体制の強化、保育士資質の向上が急務である。 市立保育所№2303に含む私立保育所№2304に含む保育事業課 2304 私立保育所助成金 私立保育所助成事業 私立保育所入所児童の健全な育成及び私立保育所の円滑な運営に資することを目的として、保育所の運営に係る経費を助成する。 拡充 新たに子育て支援事業助成を創設する。 ・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12ヵ所に加えて、新たに1ヵ所（計１3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。 712,624保育事業課 2305 認定こども園事業 認定こども園事業 認定こども園（私立幼稚園）に対し、運営費補助金として、県からの補助金を市を通じて助成する。 継続 待機児童の状況等を勘案しながら、新規整備等を検討する。 市内の認定こども園（私立幼稚園）2園に対し、運営費の助成を行なった。 年間延べ224人の児童を受け入れ、待機児童の解消に寄与した。 4,832保育企画課 2306 市立保育所整備事業 保育所建物保全事業 老朽化した保育所の改修等を行い、保育環境を改善する。 継続 継続実施 耐震診断で補強が必要とされた平井保育所で耐震補強工事を実施した。 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。 繰越明許費40,851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 平成2５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。 0保育企画課 市立保育所長会、私立保育園長会を通じて苦情の内容、対処策等について情報の共有に努めた。 苦情を保育内容の向上につなげていく取り組みが必要である。 0保育企画課 2308 市立保育所保育実施事業 保育所の第三者サービス評価事業の実施 適切な情報を利用者に提供できるよう、保育所の事業メニューや保育内容を当事者以外の公正・中立な立場から評価する。 継続 平成19年度(2007年度)から市立保育所の全8ヵ所の評価を順次実施している。現況（H21）　3ヵ所目標値（Ｈ26）8ヵ所 逆瀬川保育所で第三者サービス評価を受審した。（受審済み　７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。 500
保育企画課保育事業課 2309 市立保育所保育実施事業私立保育所助成金 産休明け保育事業 産休明けからの保育を拡充実施する。 拡充 新設保育園を含め、私立保育園は全園で実施する。現況（Ｈ21） 17か所目標値（Ｈ26） 19か所 市立４園、私立全園（分園を含む18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№2304に含む

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容

2307 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。児童福祉総務事業 苦情解決制度の充実 児童福祉施設における苦情解決の仕組みを充実し、中立的な立場で苦情解決を支援する第三者委員を設置し、保育サービスの質の向上を図る。 継続
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保育企画課保育事業課 ☆2310 市立保育所保育実施事業私立保育所助成金 延長保育事業 午後６時を超えて保育時間を延長することを必要とする児童を午後７時を限度として、延長保育を行う。（午前７時～１９時迄実施）　全保育所で実施。うち３園は２０時まで実施しており、今後拡充を図る。 拡充 認可保育所の整備に合わせ２５人の定員増を図る。現況（Ｈ21）21か所　定員295人目標値（Ｈ26）23 か所　定員320人 市立８園、私立保育園18園(うち分園２園)の公私立全園で実施した。このうち、6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№2303に含む私立保育所№2304に含む保育企画課保育事業課 2311 市立保育所保育実施事業私立保育所助成金 保育所地域活動事業 「地域における異年齢児交流」等特別保育科目を設定し、保育を行う。公立９か所、私立１０か所で実施） 継続 新設保育園を含め全園で実施する。 公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に含む保育事業課 ☆2312 私立保育所助成金 一時預かり事業 断続的な就労、リフレッシュなどのニーズに対応する一時保育事業を私立９か所で実施。今後拡充を図る。 拡充 保育所２か所整備により定員増を図るとともに、子育て支援、統合保育に主眼をおいて市立保育所での実施を検討する。現況（Ｈ21） 9か所・90人目標値（Ｈ26） 12か所・120 人
平成25年4月開園の宝山保育園を含め、市立1ヵ所・私立１2ヵ所で実施した。 リフレッシュ等の私的理由による利用が全体の半分を占めていることから、単に預かりに留まらず、子育て支援的な役割も必要と思われる。 市立保育所№2303に含む私立保育所№2304に含む

保育事業課 ☆2313 病後児保育事業 病後児保育事業 児童が病気や怪我の回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な時期に専用の施設で保育・看護する。 拡充 右岸・左岸で１か所ずつ実施現況（Ｈ21） 1か所　定員2人目標値（Ｈ26） 2か所　定員4人 引き続き、左岸地域1ヵ所、右岸地域1ヵ所の市内2箇所で実施した（定員　２人×２ヵ所）。 引き続き、左岸地域1ヵ所、右岸地域1ヵ所の市内2箇所で実施し、子育て支援の役割を果たした。今後も、保育所入所世帯への周知を図っていく。 10,525
保育企画課保育事業課 ☆2314 市立保育所保育実施事業私立保育所助成金 休日保育事業 市内１か所の保育所で日曜祝日等で保育に欠ける児童の保育を実施する。 新規 試行的に１か所での実施を検討現況（Ｈ21） 　－目標値（Ｈ26） 1か所　定員10人 引き続いて、宝塚さくら保育園で実施した。 日曜祝日等で保育に欠ける児童の保育を実施できた。 №2304に含む学校教育課 3302再掲 幼稚園運営事業 幼稚園預かり保育（再掲） 地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間終了後に希望する者を対象に実施する。 拡充 実施について検討する方向。 保護者の希望により在園児の預かり保育を実施した。平成２５年度述べ利用回数１０１３０回 保護者は急な用事や小学校の参観日等の行事への参加の時などに利用されている。また、パートなどの短期就労をされている方の利用も増えている。 1,109（４）　放課後児童対策の充実 ①　待機児童の解消　②保育環境の整備　③保育内容の充実
青少年課 2401 地域児童育成会待機児童保育助成事業 地域児童育成会待機児童保育助成事業 地域児童育成会へ入所できず待機している児童を対象に、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る。○学校夏季休業期間臨時自主保育事業への助成夏休みの期間中に待機児童の保護者が行う自主保育事業に対し、運営費の一部を助成する。○待機児童保育事業への助成待機児童を対象に、年間を通じてＮＰＯ法人等が行う学童保育事業等に対し、運営費の一部を助成する。

拡充 地域児童育成会の入所児童が増加し続ける中で、待機児童も増加しており、これまでの事業のみではこれ以上の受入れは困難なため、多様な方法により、事業を実施する。Ｈ１７年度(2005年度)から実施
○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。（２カ所　宝塚第一小19人参加　宝塚小9人参加）○長尾小校区の待機児童対策としてＮＰＯ長尾すぎの子クラブが実施す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40人）○宝塚小校区の待機児童対策としてＮＰＯシェアフィールドが実施す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14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。 11,082

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容

課名 № 事務事業名  事　業　名 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 事　業　内　容 方向性 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）
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青少年課 ☆2402 地域児童育成会事業 地域児童育成会事業 下校後家庭において適切な指導を受けることができない小１～３年生の児童を対象に、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図るため、市内全小学校（２４校）に、地域児童育成会を設置している。 拡充 定員が４０人の育成会で待機児童がある場合は、定員増を図る。国の育成会規模適正化の方針をふまえて児童数７１人以上の育成会を、４０人定員の育成会2つに分割する。現況（Ｈ２１） 25か所 定員1,630人目標値（Ｈ２６） 35か所 定員1,895人
児童数の増に対応するため美座小育成会は定員を40人から80人に、山手台小育成会は60人から80人に拡大し、平成２５年４月から定員を増やすことにした。 美座小育成会は学校内の空き教室を利用し定員増とし、山手台小は教室不足の解消のため、平成２４年度に普通教室（８クラス分）の校舎を建設したことによる２クラス分の育成会室の確保ができた。平成20年度から延長保育を実施しているが、午後7時までの延長の要望があり、延長保育の時間を平成24年度から午後6時半を午後7時までに拡大した。

160,009
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 ＴＡＫＡＲＡっ子いきいきスクール事業 「みんなの先生」等、地域の教育力を活かして地域に開かれた学校園づくり、夢と希望あふれる特色と魅力ある学校園づくりを推進する。Ｈ２から「開かれた特色ある学校園づくり推進事業」として実施 継続 地域の教育力や人材を活かした「みんなの先生」制度を充実させる。 みんなの先生など地域の人材を教育活動に幅広く活用することができた。個人登録者654人、団体登録数10４団体。 伝統文化や昔の遊び、地域学習、専門的なクラブ活動等、「みんなの先生」の協力を得ながら充実した特色ある教育活動を展開することができた。地域の人材をより発掘していくためにも、本事業の取り組みの広報の仕方を工夫していく必要がある。 5,005

学校教育課 3102 トライやる・ウィーク事業の推進 トライやる・ウィーク事業の推進 中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社会体験学習等に取り組む。 継続 今後も引き続き、社会体験学習等の一層の充実を図る。 市内１２中学校と１特別支援学校の２年生に在籍する生徒１８５２名が、６５０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。 10,324
学校教育課 3103 学校教育指導事業 「のびのびパスポート」の作成 神戸市隣接の市町の美術館や博物館などの教育関連施設に、無料で入館できる証明書を市内の小・中学生に配布する。 継続 引き続き、充実し継続する。 小学生用　１７，５００冊中学生用　　７，6００冊印刷し小・中学校へ配布 コスト削減。 144学校教育課 3104 小学校体験活動推進事業 小学校体験活動推進事業 小学５年生を対象に、学習の場を教室から豊かな自然の中に移しさまざまな体験活動を通して「生きる力」を育成する。また、小学校3年生を対象に、体験型環境学習を行い、命のつながりや営み・環境保全について学習する。 継続 平成２１年度から実施今後も継続実施 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（2,124名参加）環境体験事業（2,009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。 36,027
学校教育課 3106 特別支援教育推進事業 特別支援教育推進事業 なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活動を実施する。 継続 安全に配慮しながら、さらなる内容の充実に努める。 ６／１５になかよし運動会、１／３１～２/６にふれあい作品展、２／１８にさよならコンサートを実施。 どの行事も園児、児童、生徒にとって楽しい活動の場や日々の教育活動の発表の場となり有意義な会となっている。 50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年生を大分県へ派遣し、現地での乗馬体験等を通して自立心を育てる。 継続 受益者負担も取り入れながら、派遣先など内容の充実を図り継続する。 ８／１８～２２に大分県別府市及び飯田高原に２１名の生徒を派遣。 親元を離れた生活（４泊５日）、新しい人間関係の構築、乗馬セラピー等様々な体験活動の実施を通して生徒たちの「自立」につながる活動ができた。 4,594
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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

継続 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と必要な中学校に週１日のサポーターを派遣した。・４月の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月末より派遣した。H25派遣状況･心理相談員…24小学校62人、4中学校7人に派遣･別室登校指導員…10中学校に派遣･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…4中学校7人に派遣･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…153人の児童生徒に延べ105人のボランティアを派遣（含む：難聴児童生徒5人に9人のボランティアを派遣）･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9回派遣、相談件数は延べ237件、コンサルテーション273件・学校園訪問相談…1幼稚園に1回、11小学校に16回、1中学校に1回派遣
・サポーターが子どもに寄り添いつつ適切な支援を行うことによって、対象の子どもの大半がおちついた学校生活を送ることができた。・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、教職員対象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校内支援体制の構築が必要である。・すべての子どもの居場所を保障し、信頼される学級、学校づくりにつなげていく。

40,068

市立病院 中学生２名、小学生１名の計３名の生徒に対し「すみれ学級」を設置し、入院中でも学習できる場所を提供した。 関係機関と連携し、迅速に学級を開設することができた。 0学校教育課 院内学級の設置は、平成２５年度は小学校１名中学校２名の計３名であった。 院内学級の設置により、学力の保証ができた。日常的に市立病院と連携を図り、対象児童生徒が入院のあったときにすぐに院内学級の設置ができるよう、情報を共有しておく必要がある。 0
学校教育課 3110 部活動推進事業 クラブ活動振興 ・対外課外活動補助（各種大会の参加費・登録費・施設利用費・宿泊費・交通費・物品の購入などの補助）・クラブ活動指導力向上研究会・中学校部活動外部指導者活用事業委託（各校4名外部指導者を配置する。）・吹奏楽フレッシュコンサート（市内各校の吹奏楽部の合同コンサート） 継続 集団の一員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする実践的態度を育てるために、生徒の部活動・課外活動等を充実させる。 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40件あり、大会参加費、交通費、宿泊費の補助を行った。西谷中学校は立地条件から市内大会であっても補助を行った。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。県パワーアップ＆サポート運動部活動支援事業の大幅な縮小を受け、平成２６年度は部活動外部指導者５７名を市費により配置する。 12,977
学校教育課 3111 教育国際化推進事業 教育国際化推進事業 日本語の不自由な幼児児童生徒のサポーター派遣を実施する。 継続 日本語が不自由な外国籍及び帰国児童・生徒の学校生活を支援し、地域社会に速やかに適応できるようにする。 日本語が不自由な幼児児童生徒の学校園生活を支援し、学校と家庭との意思疎通を助け、地域社会に速やかに適応させることを目的に、「日本語の不自由な幼児児童生徒サポーター」を9小学校・5中学校に派遣した。 日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園での学習や生活、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29名の幼児児童生徒にしてもらい成果をあげた。また、一定の在日期間があっても、生活言語は話せても、学習言語の定着が難しい場合があり、派遣時数の拡充の検討が必要である。 3,220
青少年課 3112 青少年音楽活動推進事業 少年音楽隊事業 市立９小学校（仁川、末成、良元、光明、長尾、小浜、宝塚、高司、売布）に吹奏楽の音楽隊、３小学校（仁川、良元、長尾）と同３小学校卒業した中学生でバトン隊を組織し、「音楽のある街宝塚」にふさわしい青少年の育成事業として実施。音楽等を通じて青少年の情操を深めるとともに、異年齢の仲間づくりを行う。 継続 市が指導者を配置し、直接実施している事業であるが、今後は、保護者とも連携し、事業の充実を図る。 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。 7,540

 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名

3109 宝塚市立病院内「すみれ学級」の設置 宝塚市立病院に入院し、長期にわたる医療、生活規制を必要とし、担当医より学習許可された児童、生徒について、市立病院で治療、療養を続けながら、可能な範囲で学習を受ける。 継続 学校教育法に基づく院内学級であり、継続する。
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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。 18青少年センター ・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、研究を行なった。 予定していた会をすべて実施することができた。社会福祉協議会 3114 宝塚市福祉教育推進事業 児童・生徒が、学校や地域を基盤に豊かな学びと成長することを目的に、また、地域ぐるみで地域福祉を推進していくことを目的に、学校と地域が連携した福祉教育の実践をすすめる。 継続 現況(H21) 小学校23校、中学校5校、高校4校、特別支援学校1校目標値(H26)全校で実施 福祉教育推進校　３月末現在　33校小学校　23校（うち私立学校1校）中学校　6校高校　3校（うち私立学校2校）その他　養護学校　1校 ・体験学習や講演会、地域の方との交流を持つ取り組みを通じて、人権や福祉に対する理解が深まっている。・市内全校での取り組みを進めていく必要がある。学校と地域が連携して実施しているところはあるが、まだ少ないのが現状。 957
環境政策課 3115 環境保全対策事業（啓発、支援） 小学校における環境学習支援事業 小学校を対象とした、地球温暖化防止に関して、原因や現状を理解させ、気づかせるための学習プログラムの作成、および小学校における環境学習の実施を支援する。 継続 平成１９年度(2007年度)に試行後、平成２０年度(2008年度)から実施 市立小学校１校で実施。 実施校数を増やす手法を検討する。 40
社会教育課 3116 学校支援地域本部事業 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。（H20～22は県から市実行委員会への委託事業。H23～は県補助事業。） 継続 ボランティアの養成。学校の需要調査に応じたボランティアを組織化し地域の力を活かしていく。 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７人配置し、継続して支援した。２月に３週連続のボランティア養成講座を行い、延べ２３９人が参加。 学校や地域に本事業の周知は進んでおり、ボランティアの新規登録者は増えてきたが、２３年度から県委託事業から県費補助事業となり、県からの補助金額が減額している。 1,244
学校教育課 3117 学校図書館教育推進事業 学校図書館教育推進事業 小中学校に図書館司書を配置し、市教育委員会や学校と連携しながら、児童生徒の読書活動のサポートや学校図書館の環境整備、図書ボランティアの育成等、専門的知識を生かした活動を行うことで、児童生徒の読書活動を推進する。 拡充 平成２１年度(2009年度)から実施平成２２年度(2010年度)より、全校配置 小中学校に図書館司書を配置し、年間９０日を配置した。市教育委員会や学校と連携しながら、学校図書館の環境整備、読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した。 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、年間貸出冊数も前年度比3万冊増加した。今後はさらに司書と教員、図書ボランティア、生徒が繋がり、学校図書館が「読書センター」「学習情報センター」であるとともに「心の居場所」となるよう取組む必要がある。 22,283
学校教育課 3118 学校教育指導事業 学校評議員制度 学校園運営に関して校園長が地域住民等に意見を求め、より開かれた学校園となるよう市立全幼・小・中・特別支援学校に、学校評議員を置く。 継続 平成17年度(2005年度)より、市立全学校園において実施する。 学校園運営に関して校園長が地域住民等に意見を求め、より開かれた学校園となるよう市立全幼・小・中・特別支援学校に、学校評議員を置いた。 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学校教育課 3119 スクールサポーター事業 スクールサポーター事業 市立小中学校において、児童生徒の基礎学力の向上を目的として、教職を目指す大学生や教員OB、教員免許所持者等を指導補助員として学校に派遣し、主に放課後において児童生徒に学習補充の支援を行う。 拡充 平成24年度から派遣日数を１校あたり50日とする。 市立全小中学校にスクールサポーターを配置した。小学校においては48人で年間1278日（執行率106.5%)、中学校においては17人で年間384日（執行率64%)の配置となった。 児童生徒の学力向上に寄与する事ができた。しかし小学校と比べ中学校の執行率が64%になり十分活用できなかった。 3,400学事課 3120 給食事業 米飯自校炊飯実施事業 炊き立てやバラエティー豊かな炊き込みご飯など、おいしい米飯給食を提供するとともに、学校における食育の「生きた教材」としての活用を推進する。 継続 平成28年度を目処に全校実施を目指す。 あらたに3校で（宝塚中・宝塚小・安倉北小）で自校炊飯設備を整備し、自校炊飯実施校は計27校になった。 平成28年度に全37校での実施を目指し、26年度は大規模校やドライ校を含む4校で設備整備の予定。 21,882

課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）3113 生徒指導支援事業 生徒指導の強化充実 ・宝塚市公立学校生徒指導連絡協議会を中心として、効果的な指導を研究し、共通理解を図る。・生徒指導調査研究の委託費の助成をする。 継続 協力・協働の指導体制の確立、幼・小・中の連携、児童生徒の内面理解と地域・関係機関との連携、いじめ・不登校に対する指導の充実を図る。
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（２）　社会教育の推進社会教育課 3201 社会教育推進事業 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ために、各単位ＰＴＡ研修活動の支援を行う。 継続 ＰＴＡ協議会の自主性を尊重しながら活動を支援する。 11校（園）の単位PTAの研修支援を行った。 全体として支援実施の単位PTA数が減少しているが、研修会はそれぞれの学校園で実施されており、内容に関する相談に応じている。 110教育研究課 3202 視聴覚センター事業 視聴覚センター事業 子ども会、ＰＴＡ、地域子育てグループ等への活動の充実を支援するための視聴覚教材の整備 継続 ニーズに応じた視聴覚教材の充実に努める。 日常的に視聴覚機器及び視聴覚教材の貸出業務に注力した。平成２５年度の視聴覚機器貸出実績は１１７回と昨年度より増加しており、ＶＴＲやＤＶＤにおいては６８回の貸出を実施し、子ども会、ＰＴＡ、地域子育てグループ等への活動の充実に貢献した。 多様なニーズに対して、それぞれ適切な対応が出来た。ただ、それぞれの機器の使用方法等を含めた録音編集の講座を含めると、対応が２００回を超える。担当１名が対応していることは、人的な課題である。 63
スポーツ振興課 3203 社会体育振興事業 社会体育振興事業 スポーツ振興審議会の開催、体育指導委員の活動の支援・研修の実施、スポーツリーダーの養成、、松江市との少年スポーツ交歓会及び生涯スポーツ交歓会の実施、市民スポーツ大会・市民スポーツ教室の開催、体育協会への補助金交付事業等スポーツ振興施策を推進する。 継続 事業の内容を見直しつつ、継続実施 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社に委託し、２５の市民スポーツ大会、１７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した。宝塚市体育協会には１０６万円の補助金を交付した。 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。 9,840
スポーツ振興課 3204 地域スポーツ活動支援事業 スポーツクラブ２１ひょうご事業 子どもから高齢者までの世代が地域の小学校等の体育館や運動場でいろいろなスポーツを行うことにより、健康の維持とともに地域のコミュニケーションを図っていく。 継続 平成１７年度(2005年度)中に全小学校区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回開催小学校区内の子どもから高齢者までが多様なスポーツ活動を通してふれ合うことにより、子どもたちの健全育成と健康増進を図ることができた。 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、会員の確保と自主財源の確保が課題であるため、協議会にて検討が必要である。 0
スポーツ振興課 3205 社会体育振興事業 体育の日事業 体育の日に総合体育館にてスポーツクラブ２１交流大会、ニュースポーツ体験、体力測定等の催しを行う。その他のスポーツセンター内の施設の無料開放も行う。 継続 事業の内容を見直しつつ、継続実施 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（スローイングビンゴ）を行った。参加者は２４チーム（９９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。 継続 今後も継続して事業を行う。 ４、４７０人（全出走者数）１，２３３人（ファミリーマラソン出走者数） 市民スポーツの振興を図れただけでなく、ファミリーマラソン種目を通し、青少年の健全育成を図ることができた。また、２５年度の大会も募集定員を上回るなど、全国的にも知名度の高い大会となってきている。 6,613
公民館 3207 公民館講座事業 サマースクール 公民館グループが日頃の活動で培われた知識・技能を社会還元すると共に、学校外活動を促進するために小・中学生を対象にした講座を夏休みの期間中に開催する。 継続 現況（Ｈ21）中央公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ 170名東公民館　6ｸﾞﾙｰﾌﾟ137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　８グループ　２６５名東公民館　　８グループ　２１５名西公民館　　７グループ　１２４名７／２２～２５実施 多くの小学生の参加があり、大人達から熱心に学び、共に楽しく世代間交流が図れたことは非常に意義があった。参加グループの増加を図ることが課題である。 99
中央図書館 関係各課で連携し、子どもの読書活動の推進を図れた。今後も引き続き事業の実施に努める。 71西図書館

評価・課題 平成２５年度決算額（千円）平成２５年度実績課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）

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計画(第2期）｣を平成25年4月に策定し、平成25年度(2013年度)～29年度(2018年度)を計画の期間とし、具体的な事業を実施中 継続 関係各課と連携を取りながら、具体的な施策の展開を図る。 ｢子どもの読書活動推進計画(第2期）実施計画｣に基づき、事業を実施するとともに、推進委員会を開催し、計画の進捗状況を確認、評価した。
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中央図書館 5,222
西図書館国際文化課 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。 継続 留学修了者による報告会の開催、市広報やマスコミを通じて広く市民へ周知を図り、応募者の増加を図る。 平成25年度交付対象者13名（第1回目）、留学修了者25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基金」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）や留学制度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。 9,000
社会教育課 3211 ２０歳のつどい事業 ２０歳のつどい 新成人を祝し、また自ら社会人としての責任や義務を自覚させるため、つどいを開催する。 継続 今後も引き続き、成人式運営委員会による企画・運営で実施していく。 成人式企画委員１５人で会議を９回開催。成人式当日は新成人対象者の５１．４％の１１１６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。 3,629（３）　幼児教育の充実保育企画課 市立保育所保育実施事業 幼稚園、保育所と小学校の連携 幼稚園と保育所、小学校の職員が子どもの健やかな成長を目指し、指導等のことについて、定期的に連絡会や共同研修等を実施する。 継続 連携についての必要性を認識し、毎年、計画的に交流や研修を進めている。 夏期に幼稚園教諭の保育所見学実習を受け入れ交流を図った。（対象幼稚園：宝塚・長尾　対象保育所：川面・米谷）　又、保育所からも幼稚園短期派遣研修に参加し交流を図った。（対象保育所：全８園　対象幼稚園：小浜・仁川・宝塚・末成・西山・小浜・長尾・安倉） 国の幼保一体化の動きを見据えながら、引き続き交流を図っていく。 №2303に含む
学校教育課 学校教育指導事業 夏季休業期間の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た。また、保育士と幼稚園が共に学びあうことのできる研修の機会をもった。近隣の保育所と校区内の小学校との交流を行った。地域ブロック別ごと保・幼・小・中の保育士や教員が子どもの実態や課題について意見交流を行い、指導のありかた等について協議するブロック別協議会を行った。

子ども同士は勿論、幼稚園教諭と保育士との交流をもつことができた。ただ、近隣に保育所がない幼稚園での定期的な交流は難しい。地域ブロックごとの協議では、その地域の幼児、児童、生徒の実態や課題を確かめあうことができた。 0
学校教育課 3302 幼稚園運営事業 幼稚園預かり保育 地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間終了後に希望する者を対象に実施する。 拡充 実施について検討する方向。 保護者の希望により在園児の預かり保育を実施した。平成２５年度述べ利用回数１０１３０回 保護者は急な用事や小学校の参観日等の行事への参加の時などに利用されている。また、パートなどの短期就労をされている方の利用も増えている。 1,109学校教育課 西谷認定こども園に在籍する3歳児以上に幼稚園教育を実施することができ、子どもの体験の幅や異年齢のかかわりが広がった。 318学事課 就学前の子どもの教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援に寄与した。 1,947

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） ・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。
貸出冊数、貸出人数ともに増加した。また、学校を対象とした団体貸出が増加し、学校司書やボランティアとの連携が進んだ。10月には「学年別推薦図書リスト」を発行、全児童・生徒および幼稚園児・保育園児に配布した。図書館主催行事は好評を博しているが、おはなし会等の定例行事については、広報に努め、参加者増を図る必要がある。

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）

西谷認定こども園の幼稚園部分（西谷幼稚園）で3年保育を実施した。平成25年度3歳児の在籍数　保育所・・・6人 幼稚園…7人3304 幼稚園運営事業 西谷認定こども園３年保育 西谷認定こども園の幼稚園部分（西谷幼稚園）で3年保育を実施する。 新規

今後の展開の方向（計画策定時のもの）

少子化、核家族化の中、子ども同士が集団生活を通して触れ合いながら人間関係の基礎を学ぶことができるようにする。

今後も継続して事業を行う。

3301

継続

 事　業　内　容 方向性

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。
課名 № 事務事業名  事　業　名
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教育支援課 3303 子ども支援事業 幼稚園巡回カウンセリング事業 幼児の発達・心理等の様々な問題や悩みを抱える保護者及び教職員の相談に応じる。 継続 今後も継続実施 公立幼稚園12園に年間9回、計108回の臨床心理士による巡回相談を実施し、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に応じた。相談件数　237件コンサルテーション　273件 ・幼稚園という身近な場所で臨床心理士が継続に相談に応じるため、保護者は子育ての不安や悩みへのアドバイス等により安心し、子どもも安定したケースが多かった。・教員は園児への理解を深め、日々の指導や小学校への引継ぎに役立った。・園の規模等により、相談件数等に格差が生じている。・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。保護者への周知の文言を「幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」から「幼稚園巡回相談」に変更することにより、相談件数の増加を図っていく。
864

（４）　男女平等教育の推進
人権男女共同参画課

3401 男女共同参画センター管理運営事業 男女共同参画センターの運営 男女共同参画の促進を図るための拠点として、男女共同参画の推進に関する情報の収集・提供事業、啓発事業、相談事業、グループの育成・連携などの事業を展開する。平成19年度(2007年度)から指定管理制度導入 継続 設置目的に沿った内容での継続した運営を図るとともに、市民活動との連携による男女共同参画社会づくりを志向する。 ①男女共同参画に関する情報の収集および提供図書182冊、ＤＶＤ6本を追加　図書貸し出し冊数3,386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性のための相談室面接相談111件、電話相談726件、起業相談18件、法律相談38件、キャリアアップ相談14件、エルズルーム相談27件、サポート・グループ・カウンセリング（２回）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基礎講座（全5回）、女性セミナー「とらわれない生き方を探して」（全3回）「パープルリボンに込められたメッセージ」（1回）、男性セミナー（全3回）、こころとからだのリフレッシュセミナー「幸せへのステップ♪アサーショントレーニング」（全3回）「毎日できる！シンプル☆ストレッチ体操～5分でできる真向法体操」（全3回）親子育ちセミナー「スター・ペアレンティング」（全5回）ＣＡＰワークショップ（2回）ほっとサロン「わたしに戻る時間」（全3回×2）親子一緒のキッズルーム（全4回）起業・就労支援セミナー」（全4回）たからづか大人塾（2回）市民力開発講座（全7回）市民企画支援事業（7回）エル・シネマ（１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、利用登録グループ連絡交流会⑤相談事業サポート・グループ・カウンセリング（2回）からだのセミナー・フリートーク（1回）、エルズルーム発サポート講座（6回）

・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・連携により、男女平等に関する意識啓発ができた。男女共同参画社会実現に向けて、現在の事業に引き続き取り組む。 50,322

保育企画課 市立保育所保育実施事業 全教育活動の見直し 性的な固定観念で、個性を束縛していないかを、全教育活動の中で見直すため、校長会や教職員の研修を進める。保育所では、生活と遊びを主体とした保育を実践する中で、性的な固定観念で個性を束縛することのないよう配慮する。 継続 平成１７(2005)～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、豊かな自尊感情を育むことを基盤とし一人一人の子どもの人権を大切にするための保育実践を取り組み白書としてまとめた。 日々の保育を振り返り保育課題を共有する中、一人一人の思いが表現できる環境が大切であることに気付くことが出来た。 №2303に含む学校教育課 人権教育推進事業 各幼・小・中において、「男女共生教育」の取り組みのまとめを作成することができた。 「男女共生教育」が人権教育全体計画や年間指導計画に明確に位置づけられるようにする。 0

平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性

評価・課題 平成２５年度決算額（千円）

評価・課題

平成２５年度実績

今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績

課名 事務事業名  事　業　名
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 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）№
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学校教育課 3403 人権教育推進事業 継続 各小学校において男女共同参画社会の実現に向け、授業で「自分らしく生きる」を活用し、男女共生教育の取り組みを実施した。 各幼・小・中学校において、「自分らしく生きる」の一層の活用を推進し、改定に向けての検討を継続する。 0教育研究課 パワーアップ支援室の充実を図り、参考文献を購入配備した。また、男女共生教育に関わる視聴覚教材の充実にも注力した。 新しく充足した資料や、整備されている参考文献、教材については情報発信し、より多くの教職員が利用できるよう取り組んでいく。また、内容については、教職員のニーズをキャッチするような取組が必要と考える。 1,198
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。 継続 現職研修会の中で他の研修課題と調整の上実施していく。 性差をこえて、人としてお互いを大切にしていく「人権教育」の講座を現職研修会のなかで実施した。５２４名と多くの参加があった。 広く人権教育の視点からの講演会を実施したが、男女平等に関するといった狭義の講座ではなかったので、今後研修会の計画段階から調整を掛けていかなければばらない。 10,692（５）　子どもの人権擁護の推進 ① いじめ・不登校などへの対応　 ② 子どもの健全育成の実施
教育支援課 3501 教育相談事業 不登校対策事業 ○訪問指導員の活動、訪問ボランティア「Palふれんど」派遣訪問指導員が長欠児童生徒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。

継続 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。・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。・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。H25活動状況・訪問指導員による学校及び家庭訪問指導…533回・ﾊﾟﾙふれんど活動回数…1324回・内ﾊﾟﾙふれんど家庭訪問回数…8件延べ236回
・学校においては、不登校状態が長期化、重篤化し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がある。学校園及び各関係機関との連携した対応が求められる。 №1336に含む

教育支援課 3108再掲 子ども支援事業 子ども支援事業(再掲) ○子ども支援サポーター配置事業一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがちな児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室登校指導員を派遣する。○支援ボランティア特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボランティアによる人的支援を行う。○幼稚園巡回カウンセリング○学校園訪問相談事業
継続 支援の必要な児童生徒に適切な支援を行う。 ・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と必要な中学校に週１日のサポーターを派遣した。・４月の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月末より派遣した。H25派遣状況･心理相談員…24小学校62人、4中学校7人に派遣･別室登校指導員…10中学校に派遣･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…4中学校7人に派遣･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…153人の児童生徒に延べ105人のボランティアを派遣（含む：難聴児童生徒5人に9人のボランティアを派遣）･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9回派遣、相談件数は延べ237件、コンサルテーション273件・学校園訪問相談…1幼稚園に1回、11小学校に16回、1中学校に1回派遣

・サポーターが子どもに寄り添いつつ適切な支援を行うことによって、対象の子どもの大半がおちついた学校生活を送ることができた。・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、教職員対象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校内支援体制の構築が必要である。・すべての子どもの居場所を保障し、信頼される学級、学校づくりにつなげていく。
40,068

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）

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。教材・資料の収集と活用、教育内容の充実 男女共生教育に適した教材・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）
 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）課名 № 事務事業名  事　業　名

30

 



青少年センター 3502 青少年相談事業 定例ケース会議 問題を持つ児童・生徒、保護者の個別ケースについて教育・福祉が中心になり、毎月定期的に問題解決に向けて検討を行う（必要に応じて学校・こどもセンター・警察・保健所・家庭児童相談室等の出席を要請する）。スクールソーシャルワーカーが入り助言する。 継続 現況（Ｈ21） 毎月１回実施目標値（Ｈ26） 毎月１回実施個別ケース会議の充実 〇定例ケース会議６月より毎月１回取り扱い件数１３１件〇個別ケース会議年間７５回開催 定例ケース取り扱い件数は増加傾向にある。そのため、毎月のケース会議では、迅速な対応を図るため緊急度の高いケースを絞り込み協議を重ねた。個別ケース会議においてはSSWが参加することでより適切な支援策を構築することができた。また、SSW配置拠点校では、学校、また、教師の指導力向上につながった。 9,989
青少年センター 3503 青少年相談事業 面接相談 青少年に対する指導、学校関係者、保護者との面談を行い、適切な助言活動を行う。 継続 現況(H21.12月末) 114件今後も継続実施 面接相談件数　238件 小学校では虐待、中学校では非行・指導不服従等に関する相談が多く、定例ケース会議や個別ケース会議に繋げることも多い。また、直接学校現場に出向き面接相談ならびに児童・生徒支援を行なうケースが多くなってきている。 0青少年センター 3504 青少年相談事業 電話相談 児童・生徒及び青少年を持つ親の悩みやその周辺の問題について相談に応じ、適切な指導を行い、問題解決を図る。 継続 現況(21年12月末) 410件今後も継続実施 相談件数　35件 非行防止相談に特化したため、相談件数は減少したが、相談内容については深刻な事案が多い。 0青少年センター 3505 青少年相談事業 継続指導 問題を持つ児童・生徒若しくはその保護者を青少年センターに通わせ、カウンセリングや生活指導等を行いながら矯正を図る。 継続 年間数件程度実施 対応件数　0件 継続の電話相談は数件あったが、匿名希望相談者が多く、面談につなげることができなかった。 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。 継続 現況（Ｈ21） 年 ４回の連絡協議会を実施。 訪問による追跡調査 郵送による追跡調査目標値（Ｈ26）その年度の実態に応じて追跡調査を行う。 結果〇年４回の連絡協議会を実施〇訪問による追跡調査年１回２１校〇郵送による追跡調査年２回　133校〇研修会１回実施「通信制向陽台高等学校見学」 中途退学者については、以前は３０名を超えていたが近年減少傾向にあり、前年度は２３名。内１４名は他校への転学等で進路が決定しており、追跡調査の継続実施の成果といえる。 24
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」を改訂し、活用を図る。 継続 いじめに対する児童生徒への認識を高めるとともに、教職員の意識を高め､予防に努める。 いじめをなくすため県教育委員会が作成したいじめ対応マニュアルを配布した。市もマニュアルについては、宝塚市いじめ基本方針の策定に沿うように再度改訂を行っている。 宝塚市いじめ防止基本方針との整合性を合わせるため、再度、改訂を実施している。 0
教育支援課 3508 子ども支援事業 スクールカウンセラー配置事業 （国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども達に対して、専門的カウンセリングを実施する。平成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。 拡充 全小中学校にスクールカウンセラーを配置する。現況（Ｈ21）１６校目標値（Ｈ26）３６校 （国・県の事業）小・中学校を通じて、子どもたちに対して、専門的カウンセリングを実施する。全12中学校5小学校に配置及び全小学校に対応。 県に対して小学校の追加配置希望をあげる。  0国・県の事業
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） 継続 現況（Ｈ21）学校カウンセリング講座1回。今後も継続実施 ・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を開催した。・H25年8月19日開催　13人参加・ﾃｰﾏ「児童期・思春期のこころ　～不登校を考える～」 不登校の子どものこころ理解について、講座を開催する。 №1336に含む
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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。 継続 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 教育相談員による継続的な来所相談（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。・教育相談受理件数…400件・面接回数…延べ12,267回・電話相談受理件数…347件・青少年何でも相談ダイヤル支援を要する児童生徒の課題解消のため、緊急訪問や関係機関との連携を行い、迅速で適切な支援に努めた。
・表面的には現れにくいところで、学校園や家庭、地域を支えることができている。・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。・引き続き、市民のニーズに応じたきめ細やかな教育相談を粛々と行う。

16,384
青少年課 3511 青少年育成事業緊急雇用就業機会創出事業 思春期ひろば 不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者が、安心して参加できる居場所の提供と地域住民等が関わることができる環境を創り出す。学校や学校外の関係機関と連絡調整を行い現状の課題把握に努める。 継続 平成２１年度(2009年度)から宝塚市社会福祉協議会に事業を委託し実施 不登校やひきこもりに悩む当事者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：3箇所啓発セミナー開催：２回インターネットを活用した情報発信：ブログなど 今まで継続利用者からは就職、専門学校、アルバイト各１名など居場所を経て次へと進んだ方がある。そうした方にも近況報告や気分転換になる居場所としての存在は大きい。思春期ひろばは、おしゃべりや畑作業、お菓子づくり、楽器演奏など利用者に応じて自由に過ごせる居場所として機能している。年々他機関との連携も充実し、今後も継続していく必要がある。 1,977
青少年センター 3512 青少年補導事業 青少年補導事業 青少年の健全な育成を目指し非行に走らないよう問題行動の早期発見、早期指導を推進するために一般補導、特別補導、夜間特別補導を実施するとともに再非行防止を図るため、関係機関と連携を図りながら事後補導、継続補導を行う。 継続 現況（Ｈ21）夜間特別補導は夏期４回・冬季は１回実施。一般補導は可能な範囲で毎日実施。目標値（Ｈ26）関係機関や関係団体等と連携を図りながら実施 〇夜間特別補導夏期２回　冬期１回〇特別補導（行事）１３回〇一斉補導　月１回〇班別街頭補導　月６回〇関係機関合同補導年2回〇一般補導　　　随時実施 夜間における青少年のコンビニ、公園等での溜まり報告件数は減少していきているものの、日々の補導活動並びに関係機関等との連携による補導活動等は継続して実施しなければならない。 84
青少年センター 3513 啓発事業 非行防止啓発活動 啓発紙等の発行、広報活動等あらゆる機会を通して青少年の非行防止に対する理解と自覚を促す。 継続 現況（Ｈ21）〇市内３か所に横断幕、６７か所に懸垂幕、幟旗を総合センター周辺に設置〇「わかば」を毎月１回発行目標値（Ｈ26）〇市内３か所に横断幕、６７か所に懸垂幕設置〇「わかば」毎月１回発行

結果（H25）〇市内3箇所に横断幕、51箇所に懸垂幕、織旗を教育総合センター周辺に設置（7月、11月）〇「機関誌「わかば」を毎月１回発行 〇市内３箇所に横断幕、５１箇所に懸垂幕、織旗を教育総合センター周辺に設置（７月、１１月）〇機関誌「わかば」を毎月１回発行 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。 継続 開催される全ての研修会へ可能な限り参加して、関係機関等との連携を更に、深める。 関係機関の会議への参加　１１８回 本年度も積極的に参加し、連携強化に努める。 0
青少年課 3515 青少年育成事業 青少年育成市民会議の活動推進 地域が主体的に青少年の育成に取り組む組織として各中学校区に設置する青少年育成市民会議に委託し、青少年や親子を対象とした、イベントや青少年育成に関する情報交換、啓発活動等を行う。 継続 住民による地域での主体的な活動としての定着を図る。 各中学校区毎の青少年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
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学校教育課 3516 学校教育指導事業 児童の権利に関する学習 子どもの権利条約についてのリーフレットを作成し、中学校１年生に配布 継続 子どもの権利条約についてのリーフレットを中学生に配布し啓発を図る。 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。 53子ども政策課 次世代育成支援行動計画等推進事業 子ども条例のパンフレットを作成し、小学４年生以上の子どもに学校を通じて配付。また、子ども議会やミニたからづか等事業を通じて啓発する。 継続 継続実施 子ども条例を啓発するため子ども条例のパンフレットを学校を通じて私立及び公立の小学４年生、中学１年生や児童館等の公共施設に配布した。また、子ども議会や子ども委員会に参加した子どもにも配布し、啓発を行った。 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であり、啓発の方法が課題である。 168人権男女共同参画課 男女共同参画センター管理運営事業 平成１９年度(2007年度)指定管理者制度導入により、子どもを一人の人間として尊重する事業として、子どものエンパワメント講座を実施する。 継続 親子育ちセミナーの中で実施する。 親子育ちセミナー「スター・ペアレンティング」（全5回・参加者数のべ120人）ＣＡＰワークショップ（２回　参加者数大人14人・子ども13人）ほっとサロン「わたしにもどる時間」（全6回・参加者数のべ55人）親子一緒のキッズルーム（全4回・参加者数のべ大人40人、子ども41人）
・親子育ちセミナー等により、子どもを一人の人間として尊重する意識の啓発ができた。引き続き、同趣旨の事業に取り組む。 385

子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター事業 継続 きらきら通信等情報紙に掲載 子育て通信「きらきら」を通して、きらきらひろば利用者の声を拾い、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 きらきらひろばを利用する子どもの多くが０歳～１歳児であるため、子どものつぶやきを聞き取るまでは至らなかった。 No1101に含む保育企画課 市立保育所保育実施事業 継続 テーマに沿った保育の取り組みの中でこどものことば、つぶやきを収集し文化祭で展示したり、冊子にして配布した。 引き続いて冊子の作成・配布によって、こどものことば、つぶやきを広く伝えていく。 №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①くらんど　16,800部②まいたに　13,200部③ひらい　8,000部 子どもの「つぶやき」を広く伝えることができた。配布地域への情報・発信に効果があったが、予算的に配付地域の拡大は困難である。 ①くらんど318②まいたに159③ひらい141学校教育課 学校教育指導事業 継続 広報紙を通じて幼稚園からの情報の発信を継続する。 広報紙を通じて幼稚園からの情報の発信を計画的に行うことができた。 広報紙だけでなくホームページやパネル展示等を通じて幼稚園からの情報発信を継続する。 0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。 継続 子育て支援者研修の実施（年１回） 子育て支援者担当者研修開催日：３月２5日実施テーマ：「共有と連携～気になる親子への支援の組み立て方～」講師：大阪彩都心理センター 臨床心理士　竹田　伸子氏参加者：2３人  日頃、子育て支援事業を通して出会う、気になる親子に対して、支援の意味や具体的な方法を学び、再認識できた。 学んだことを、各職場内で情報を共通理解することで、今後に活かしていきたい。 No1101に含む保育企画課 市立保育所保育実施事業 継続 人権保育を推進するため、他の研修と併せて研修の充実を図る。 各保育所毎に職員を対象に研修を実施した。市立保育所職員全員を対象に「身近な生活の権利から人権を考える」というテーマで2グループに分かれ研修を実施（１８８人参加） 人権に対する正しい理解と認識を深め、自らの人権意識を高めることができた。 №2303に含む教育支援課 教育相談事業 継続 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を開催した。・H25年8月19日開催　13人参加・ﾃｰﾏ「児童期・思春期のこころ　～不登校を考える～」 不登校の子どものこころ理解について、講座を開催する。 №1336に含む
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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。
3518
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子ども政策課 3519 次世代育成支援行動計画等推進事業 権利擁護のための研究 子どもの権利が確実に守られるために、関係者による権利擁護のあり方について検討する。 継続 関係各課で継続して検討していく。 Ｈ25年6月より、次世代育成支援行動計画等推進検討会及び子ども審議会にて審議を行い、H26年4月に、子ども審議会にて「子どもの人権擁護のあり方」について答申を受け、子どもの権利サポート委員会条例を市議会に提案、６月に可決、７月に公布された。 子どもの人権擁護事業の中で、今後は子ども権利擁護のあり方について検討する。 0
子ども政策課 子どもの人権擁護（いじめ・体罰）事業 子どもの人権擁護（いじめ・体罰） いじめや体罰から子どもを守るため第三者委員としていじめ及び体罰に係る子どもの人権擁護委員を配置し、相談、調査、是正要請等を行う。 新規 市民への周知、関係機関への協力を求めながら制度への理解を高め、いじめ及び体罰から子どもを守る。 相談受付件数１２１件 H25年5月1日より相談を受付し、相談を受けることで、子どもたちの不安解消につながっている。この事業はH26.年10月末をもって終了する予定である。Ｈ２６年4月に、子ども審議会にて「子どもの人権擁護のあり方」について答申を受け、子どもの権利サポート委員会条例を市議会に提案し、６月に可決、７月に公布された。Ｈ26年11月より子どもの人権擁護事業を実施予定である。

1,056
４　安全・安心の子育て環境（１）　子育てを支援する生活環境の整備 ①　子育て世代が住みやすい住宅・住環境づくり  ②　子育てバリアフリー環境の整備住まい政策課 4101 市営住宅管理事業 市営住宅管理事業 子育て世代に対する住宅確保の支援（市営住宅における２０才未満の子を扶養する母子（父子）世帯の優先募集） 継続 空家募集においては、可能なかぎり、母子世帯等優先枠を設定していく。 春・秋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・・・2件  今年度は春・秋空家募集住宅において、母子世帯向け住宅4戸(春秋各2戸）、子育て世帯向け住宅（春秋各１戸）の優先枠となった。 今後も、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、慎重に考慮していく。 0

いきがい福祉課 4102 福祉総務事業 公共施設の乳幼児対応の促進 公共施設を新築及び改築する際、授乳やおむつ交換のためのコーナーの設置、トイレの幼児イス設備等の整備について、指導、要請する。 継続 兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく届け出の際に指導・要請を行っており、今後も安心して外出できるまちづくりに取り組む。 届出件数8件完了届1件適合証0件 公共公益をはじめ、多数の人が利用する一定規模以上の民間施設の新築・改築の際は、「兵庫県の福祉のまちづくり条例」に基づき、建築基準法に基づく建築確認において、バリアフリー化の審査・検査が行われるが、それ以外の小規模施設については、同条例に基づき指導を行った。 0
いきがい福祉課 4103 福祉総務事業 民間施設の乳幼児対応の誘導 百貨店やスーパーマーケット等民間施設を新築及び改築する際、授乳やおむつ交換のためのコーナーの設置、トイレの幼児イス設備等の整備について、指導、要請する。 継続 兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく届け出の際に指導・要請を行っており、今後も安心して外出できるまちづくりに取り組む。 届出件数8件完了届1件適合証0件 公共公益をはじめ、多数の人が利用する一定規模以上の民間施設の新築・改築の際は、「兵庫県の福祉のまちづくり条例」に基づき、建築基準法に基づく建築確認において、バリアフリー化の審査・検査が行われるが、それ以外の小規模施設については、同条例に基づき指導を行った。 0

平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 評価・課題平成２５年度実績
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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。 継続 高齢者や障がい者等全ての人が社会参加できるよう、県福祉のまちづくり条例等によるバリアフリー化に取り組む。 届出件数8件完了届1件適合証0件 公共公益をはじめ、多数の人が利用する一定規模以上の民間施設の新築・改築の際は、「兵庫県の福祉のまちづくり条例」に基づき、建築基準法に基づく建築確認において、バリアフリー化の審査・検査が行われるが、それ以外の小規模施設については、同条例に基づき指導を行った。 0
子ども家庭支援センター 4105 子ども家庭支援センター事業 赤ちゃんの駅設置、啓発 ・乳幼児を連れた保護者が安心して外出できるように、市内の公共施設や店舗等で、授乳やおむつ替えのできる場所を設置し、シンボルの旗やステッカーを掲示した施設の整備や啓発。・平成22年度(2010年度)、公共施設、民間施設併せて60箇所設置。以降、随時設置に取り組む。子育て情報誌「たからばこ」、お出かけマップ、ホームページ、その他の情報誌等に掲載し、普及、啓発に努める。

新規 Ｈ21年度(2009年度)「-」Ｈ22年度(2010年度) 60施設Ｈ26年度(2014年度) 80施設を目標とする。 102か所設置（公共施設44か所、民間施設58か所）Ｈ25追加5か所（公共施設0か所、民間施設5か所） 削除1か所（公共施設） 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。 継続 維持に努める。 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、授乳室の維持に努めるとともに、Ｇ階トイレに１ヶ所、１階トイレに１ヶ所の計２ヵ所にベビーシートを設置した。 適切に維持を行った。 193
管財課 財産管理事業 市庁舎管理事業 市庁舎内設備のバリアフリー化の一環として、来庁される妊婦の方などの利便性向上を図るため、「思いやり駐車スペース」（妊娠している方や介護を必要とする方などの優先駐車区画）の設置。 継続 維持に努める。 市役所駐車場に整備している優先駐車区画２区画について、維持に努めた。 適切に維持を行った。 0
道路政策課

4108 駅舎構内バリアフリー化助成事業ノンステップバス購入助成事業 公共交通機関の整備補助事業 乳幼児をつれての外出が容易になるよう公共交通機関のバリアフリー化整備を推進するため、鉄道及びバス事業者に対し、国・県と協調して事業費の一部を助成する。・鉄道駅舎エレベーター等の設置・超低床ノンステップバスの導入 継続 鉄道駅舎エレベーター等の設置現況（Ｈ21) 整備済12駅（阪急10駅・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%
阪急宝塚南口駅のバリアフリー化にて、阪急電鉄と協議を行い、平成26年度に昇降施設、トイレ等の整備を行う。超低床ノンステップバスの導入阪急バス　　　大型１台超低床ノンステップバスの導入率現況(H25)阪急バス　　　６２．１％阪急田園バス　　１００％

移動等円滑化の促進に関する基本方針に基づき、超低床ノンステップバス導入率を平成３２年度までに目標となる７０％を達成する。 887
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（２）　子どもの安全・安心の確保 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
防犯交通安全課 4201 交通安全対策事業 街頭交通指導員委託 登校時の児童の交通事故防止を図るため、街頭交通指導を委託する。また、街頭交通指導講習会を開催する。 継続 市内全校と委託契約締結を目指す。現況（Ｈ21） 23校と契約現状維持 ：契約校　公立小学校２４校１８４箇所について無償委託契約（年度当初数値）交通安全旗・交通安全腕章の無償貸与街頭交通指導委託講習会１５回小学校・育成会交通安全教室２８回前年度３月にＰＴＡ等役員に対して委託説明会を実施し、併せて説明会参加者に交通安全講習を実施。　　４月～６月に新一年生保護者を始め旗当番をされる保護者らを対象に街頭交通指導（旗当番）講習会を実施。あわせて新一年生交通安全教室を実施した。　　　主に夏休み期間中に育成会交通安全教室を実施。

児童の交通事故防止に寄与した。 10
防犯交通安全課 4202 交通安全対策事業 幼児交通安全クラブ 年間のカリキュラムに基づき幼児期における交通ルールを学び交通安全意識を親子で高める。 継続 クラブ事業の推進を図る。現況（Ｈ21） ７クラブ一部自治会単位のクラブを幼稚園単位クラブに合併。 市が事務局となり保護者と就学前の幼児の親子会員を募集した。会員数約２０組を対象に年間４回の交通安全教室を実施した。 幼児の交通事故防止に寄与した。 40
防犯交通安全課 4203 交通安全対策事業 交通安全キャラバン 市内の公私立幼稚園を巡回し、母と子の交通安全教室を実施する 継続 現況   （Ｈ21） 13回目標値（Ｈ26） 15回 公立幼稚園１２園の他、希望がある私立幼稚園、私立保育園を対象に年間２０回の交通安全教室を実施した。参加者の保護者に交通安全講話を実施し、啓発チラシ等を配布した。 園児の交通事故防止に寄与した。 20
防犯交通安全課 4204 交通安全対策事業 交通安全宅配便 市内の子ども会、子育てサークル、児童館等へ出向き、交通安全指導を行う。 継続 現況   （Ｈ21） 3回目標値（Ｈ26） 5回 高齢者の特性に応じた交通安全教室を実施した。　　　　自治会・コミュニテイー１回老人クラブ１２回その他１回参加者に啓発グッズ等を配布した。 地域住民の交通事故防止に寄与した。 50
防犯交通安全課 4205 交通安全対策事業 自転車教室及び自転車競技大会 学校や地域での自転車教室の開催小学生・高齢者自転車競技大会の開催 継続 平成１８年度(2006年度)から実施。自転車教室開催数を増やす。自転車競技大会での成績向上。自転車の交通事故防止 第８回宝塚市小学生自転車競技大会に２０チームが出場し、西谷小学校チームが優勝し、県大会に出場した。第９回宝塚市高齢者自転車競技大会に７チームが出場し、上位代表チームが県大会に出場した。　　　　　学校（自転車大会練習指導を含む）・老人クラブ・地域等を対象とした自転車教室・講習会を６４回実施した。 自転車の交通ルールとマナーの周知、交通事故防止に寄与した。「宝塚市自転車の安全利用に関する条例」の周知に寄与した。 100
防犯交通安全課 4206 宝塚防犯協会補助金 宝塚防犯協会補助 宝塚防犯協会の事業の一つとして、青少年の非行防止や、子どもを犯罪、事故から守るための活動に対し補助を行う。 継続 子どもを犯罪、事故等から守るためには、当該団体の存在意義はより大きくなるので、今後も活動に対して補助を行う。 住みよいまち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。活動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 安全で安心のまちづくり推進のため、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
防犯交通安全課 4207 防犯事業 安心メール配信システム「ひょうご防災ネット」 自主的に登録された市民各自の携帯電話等に対して、警察からの不審者情報など、子どもの「安全と安心」に関する緊急情報や、災害時の災害情報を、メール機能を活用し迅速に配信する。 継続 利用者の拡大と有効な情報配信 緊急情報利用登録 １4，４９７件お知らせ情報利用登録 １１，８７８件緊急情報配信総数 ２４２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
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防犯交通安全課 4208 防犯事業 アトム防犯パトロール活動支援 地域防犯活動の一環として、自治会等の市民で構成する団体を主体としたパトロール活動を実施・支援することで、子どもを見守る地域づくりを行う。 継続 子どもを見守る安全・安心なまちづくりを推進するため、地域防犯パトロール活動を支援していく。 防犯グループ立ち上げ支援及び育成 たすき１００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。 100防犯交通安全課 4209 防犯事業 宝塚市アトム１１０番連絡車 市公用車及び市内の公共的団体が使用する車両をアトム１１０番連絡車として指定することにより、子どもを犯罪、事故から守るための活動の一環とする。 継続 子どもたちを迷惑行為、痴漢行為等の犯罪行為や様々な危険から守るため、今後も日常業務の中での見守りを実施する。 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。 公務中の安全運転励行、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場所として市内約2,200軒の民家や商店等に依頼して「宝塚アトム１１０番連絡所」のステッカーを掲示する。 継続 現況（Ｈ21） 2,171 件目標値（Ｈ26） 2,300件 平成２５年度末　登録軒数　　2,159軒 事業開設当初登録者の高齢化に伴い、登録辞退軒数が増加してきている。新規登録者開拓を関係団体に依頼する。 522学校教育課 学校教育指導事業 ○防犯ブザーの貸与市立小学生及び養護学校小学部の新入生児童を対象に下校時等の安全の確保のために防犯ブザーを無償貸与。市立幼稚園に園児数配置し、貸与している。 継続 毎年無償貸与を行う。 市立小学校及び養護学校小学部の新入生・転入生児童に防犯ブザーを、2,544個無償貸与している。市内幼稚園に園児数を配置し、貸与している。 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。幼稚園では、保護者が身に付けるようにし、園児の安全を確保できるように努めた。 796
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。 警察の方から直接指導を受け、また実技訓練をすることができ、防犯意識がより高まった。また。子どもへの指導にも役立っている。 0
保育企画課 市立保育所保育実施事業 ○防犯講習会児童館、子ども発達支援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、保育企画課が主所管課） 児童福祉施設に勤務する職員を対象とした、不審者侵入等への対応についての講習とサスマタを使用しての実技を警察と防犯交通安全課の協力を得て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。 №2303に含む西消防署 0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。 継続 水難事故防止のためのため池点検は、市農政課・宝塚警察と連携して毎年実施。公園等に関しては死角による痴漢行為等の予防のため日常のパトロール時の注意と共に地域の補導委員からも常に情報を受けている。

結果（H25）0件 随時報告を受け、即対応に努める。 0
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平成２５年度中は西消防署４名、東消防署１名、本部６名の計１１名、総数５４名の応急手当普及員を認定した。また、平成２５年度中は計２５回の救命講習に関わり、計３２４名の受講者に、延べ４０名の応急手当普及員が、自ら講師として、また、サポート要員として参加した。 延べ４０名の応急手当普及員が救命講習に自ら指導者として開催、または、消防署の行う救命講習のサポートとして参加があったことは評価できる。今後も、指導技術の向上を目的とした救命講習の機会を継続的に提供していくことが必要である。

評価・課題
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。
4212 応急手当普及講習会 応急手当の基礎知識を普及、啓発するため、市民を対象に講習会を開催する。 継続 今後も継続して実施
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人権男女共同参画課 3516再掲 男女共同参画センター管理運営事業 児童の権利に関する学習（再掲） 平成１９年度(2007年度)指定管理者制度導入により、子どもを一人の人間として尊重する事業として、子どものエンパワメント講座を実施する。 継続 親子育ちセミナーの中で実施する。 親子育ちセミナー「スター・ペアレンティング」（全5回・参加者数のべ120人）ＣＡＰワークショップ（２回　参加者数大人14人・子ども13人）ほっとサロン「わたしにもどる時間」（全6回・参加者数のべ55人）親子一緒のキッズルーム（全4回・参加者数のべ大人40人、子ども41人）
・親子育ちセミナー等により、子どもを一人の人間として尊重する意識の啓発ができた。引き続き、同趣旨の事業に取り組む。 385

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。 継続 今後も継続実施 今年度は、県教育委員会の資料のみ配布した。 ネットいじめ対応マニュアルの内容を市のいじめ対応マニュアルに取り入れ、一つにして配布する必要がある。 0
青少年センター 4215 環境浄化事業 有害図書対策 青少年に有害な図書やビデオ、DVDの回収をする。 継続 市内１３箇所に白ポストを設置H21年度(2009年度)は１月末現在、有害図書870冊、有害ビデオ82本、有害DVD262枚を回収。いずれも昨年度同期に比べ回収数は増加している。今後も継続実施

市内13箇所に白ポストを設置月1～2回　回収H25は有害図書1,657冊有害ビデオ609本有害DVD2,179枚　を回収 白ポストの回収については、原則月1回実施とするが、必要に応じて随時対応。 0
青少年課 3515再掲 青少年育成事業 青少年育成市民会議の活動推進(再掲) 地域が主体的に青少年の育成に取り組む組織として各中学校区に設置する青少年育成市民会議に委託し、青少年や親子を対象とした、イベントや青少年育成に関する情報交換、啓発活動等を行う。 継続 住民による地域での主体的な活動としての定着を図る。 各中学校区毎の青少年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青少年センター 3503再掲 青少年相談事業 面接相談(再掲) 青少年に対する指導、学校関係者、保護者との面談を行い、適切な助言活動を行う。 継続 現況(H21.12月末) 114件今後も継続実施 面接相談件数　２３８回 小学校では虐待、中学校では非行・指導不服従等に関する相談が多く、定例ケース会議や個別ケース会議に繋げることも多い。また、直接学校現場に出向き面接相談ならびに児童・生徒支援を行なうケースが多くなってきている。 0青少年センター 3504再掲 青少年相談事業 電話相談(再掲) 児童・生徒及び青少年を持つ親の悩みやその周辺の問題について相談に応じ、適切な指導を行い、問題解決を図る。 継続 現況(21年12月末) 410件今後も継続実施 相談件数　35件 非行防止相談に特化したため、相談件数は減少したが、相談内容については深刻な事案が多い。 0

今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性
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教育支援課 3508再掲 子ども支援事業 スクールカウンセラー配置事業(再掲) （国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども達に対して、専門的カウンセリングを実施する。平成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。 拡充 全小中学校にスクールカウンセラーを配置する。現況（Ｈ21）１６校目標値（Ｈ26）３６校 （国・県の事業）小・中学校を通じて、子どもたちに対して、専門的カウンセリングを実施する。全12中学校5小学校に配置及び全小学校に対応。 県に対して小学校の追加配置希望をあげる。  0国・県の事業子育て支援課 1337再掲 児童虐待防止施策推進事業 家庭児童相談室事業(子ども家庭なんでも相談)(再掲) １８歳未満の児童の家庭における家庭問題や養育相談等を行う。子育て家庭ショートステイ、里親の相談も受ける。（子ども家庭なんでも相談）また、児童虐待の窓口として通報・相談を受ける。臨床心理士等の助言を得ながら、関係機関と受理会議、個別ケース会議等を開催し支援の方向を決定する。 継続 増大する子育て不安等、第一線の相談・援助機関として、その役割は益々増大しており体制整備を図る。また、県健康福祉事務所、川西こども家庭センター等の関係機関との連携を強化する。 ・相談体制強化 家庭相談員5人、係長１人、事務職員１人体制・子ども家庭なんでも相談相談件数　　1,488件相談延べ回数14,121件・ショートスティ利用回数  44回 〃　　利用延べ日数  119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、子育て不安の軽減に役立った。 №1333に含む
 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名
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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
拡充 「新米ママのふれあいタイム」「親子ふれあい講座」は市域全体で実施できるよう児童館事業としての展開を図る。 成長過程別親育ち講座を実施した。●新米ママのふれあいタイム（１講座２日）・年度間４回開催　　　延参加者人数：２８２名・児童館６館(御殿山、安倉、子ども館、野上、西谷、高司）で各１回開催●きらきら子育て講座（１講座３日）・年度間３回開催　　　延参加者数：１５８名●きらきら親子ふれあい講座（１講座４日） 延参加者数：５８名・児童館３館（御殿山、安倉、中筋）で各１回開催●ほっとタイムｃｈｉｐｓ（１講座６日）・年度間１回開催・サポートひかりと共催　　延参加者数：３４名

・受講ニーズが高い為、市民が受講しやすいように各児童館でも実施する事で親育ちや育児不安の軽減に役立った。引き続き一定基準の講座が提供できるように調整していく。
○学齢期・子育てパワーアップ講座・４歳～小学生の親を対象に、武庫川女子大学と連携して、ワークショップ等を通じて子どもとのよりよい関わり方についての講座を実施１講座７回（ミニ講座は１講座２回） 新規 平成22年度(2010年度)から実施する。 ●学齢期・子育てパワーアップ講座(１講座７日）・年度間２回開催　　　　延参加者数：１９0名●学齢期・子育てパワーアップ講座ミニ（１講座１～２日） 児童館５館（安倉、子ども館、御殿山、野上、中筋）で年度間各１回開催●思春期子育てほっとセミナー（１講座５日）・年度間２回開催　　　　延参加者数：１７４名

・地域子育て支援拠点事業施設（センター型）として、妊娠期から思春期までの子どもの成長過程別の講座を開催している所は少ない。（県内は神戸市のみ）
人権男女共同参画課 男女共同参画センター管理運営事業 ○子育て支援講座子育て中の母親を中心として、現代の子育て環境についての学習や、育児、子育て、家庭教育においての不安解消のための講座の開催。平成19年度から指定管理制度導入（予算は指定管理料に計上） 継続 現在実施している親子育ちセミナーを継続するほか、子育てを取り巻く社会情勢にあわせた講座の開催と他課との連携を図ることによって、広く支援及び啓発の充実を目指す。 親子育ちセミナー「スター・ペアレンティング」（全5回・参加者数のべ120人）ＣＡＰワークショップ（２回　参加者数大人14人・子ども13人）ほっとサロン「わたしにもどる時間」（全6回・参加者数のべ55人）親子一緒のキッズルーム（全4回・参加者数のべ大人40人、子ども41人）

育児、子育て、家庭教育における不安解消、家庭や地域の子育て力、教育力の向上に寄与できた。 385
青少年センター 青少年相談事業 ○「子どもの心を理解する」講座一般募集による講座を開設し、子育てに不安を持つ親に学習の機会を提供し、家庭、地域で相談にのれる人を育成する。 継続 継続実施 2回連続講座・子どもと家族の役割り①～今どきの思春期と大人の役割り～・子どもと家族の役割り②～思春期を見通した幼少期の子どもとの関わり方～ 来年度も満足いただける話が提供できるよう、講師選定に努める。 32
人権文化センター 5103 人権文化センター管理運営事業 子育て支援事業 子どもの基本的生活習慣の育成等を目的とし、「子育て、親の役割」をテーマに講座・子育て教室等を実施する。 継続 子育て講演会、教室等を通じて人権感覚豊かな子どもの育成。 ①くらんど　おはなし会6回②まいたに　おはなし会24回③ひらい　おはなし会5回、子育て講演会2回  子育て講演会、おはなし会を通じて人権感覚豊かな子どもの育成及び保護者に対しての子育て支援に寄与することができた。 ①くらんど60②まいたに96③ひらい　40

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）1,522今後の展開の方向（計画策定時のもの） 事　業　内　容 方向性
子ども家庭支援センター

家庭教育推進事業事務事業名  事　業　名課名 №
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学校教育課 5104 人権教育文化事業 家庭教育支援 家庭・地域の教育力の向上をめざし、人権文化センターで幼児教育、家庭教育等の子育て学習会や地域懇談会を開催するとともに、教育相談を実施する。 継続 子育て学習会、地域懇談会、幼児教育学習会を各人権文化センター毎にそれぞれ学期に１回程度開催する。 家庭・地域の教育力の向上を目指し、人権文化センターを拠点として幼児教育、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、教育相談を実施した。 内容や実施時間、広報を工夫し参加者の拡大に努める。 2,690中央図書館 今後も継続して事業を行う。 1,579西図書館健康推進課子ども家庭支援センター 5106 子ども家庭支援センター事業 児童ふれあい交流促進事業 親子のふれあい、さまざまな人との出会い、地域の仲間作りを促進し、子育て家庭の支援や児童の健全な育成を図る。・中学、高校、大学世代の児童と、乳幼児とその親たちとの出会い・ふれあい・交流事業・絵本の読み聞かせ事業・講座（新米ママのふれあいタイム、遊ぼう会)での交流 継続 大型児童センターと連携して実施 乳幼児とその親のふれあい・交流事業に、中学生、高校生が参加・楽しく遊ぼう会：延べ人数８名・新米ママのふれあいタイム：延べ人数２名 事業を通じて乳幼児とふれあい、交流する事で次世代育成にも役立った。 №5102に含む
子ども家庭支援センター 5107 家庭教育推進事業 妊娠期の子育てカレッジ 産前産後の母体や育児にもリスクが高いとされる、多胎児出産予定の妊婦を対象とする。虐待予防の観点から、4日間の講座を通して仲間作りをすると共に、臨床心理士によるワークなどで、妊娠期・出産への不安を軽減する。 新規 妊娠期・出産への不安軽減のため実施する。 ●妊娠期の子育てカレッジ（１講座５日）・年度間３回開催　　　　延参加者数：１０４名 様々なワークを通して妊産婦の心身の状況の理解を深める事ができ、妊婦の不安軽減に繋がった。・地域子育て支援拠点事業施設（センター型）として、妊娠期から思春期までの子どもの成長過程別の講座を開催している所は少ない。（県内は神戸市のみ） №5102に含む（２）　適切な情報提供の推進
子ども家庭支援センター

5201 子ども家庭支援センター事業 広報・子育ての総合情報誌等の発行 ○広報等 子育てに関する総合的な情報を提供するために、毎年５月１日の広報たからづかや社協たからづかに特集記事を組む。また、ミニコミ誌等を発行しているボランティアと連携して、情報提供、情報交換に努める。○子育て情報誌「たからばこ」 妊娠した段階から、保健、保育、子育て支援に関する情報を包括的に提供する。妊娠届、転入届提出時等に市内各公共施設等で配布する。○「お出かけマップ」（21年度(2009年度)末に、30000冊作成） 22年(2010年)４月から「たからばこ」に併せて配布するとともに、家庭で乳幼児を育てている保護者や支援者に公共施設等で配布する。○「子育て通信　きらきら」 子育てに関する情報提供と啓発に努める。（年４回）
拡充 〇たからばこは、原則毎年度改定し、7000冊作成。お出かけマップと併せて配布し、子育て支援の情報提供を促進し、子育て支援の拠点としての情報発信の充実を図る。 〇5月号広報で子育て支援特集を掲載し、市の子育て支援施策を周知した。〇「宝塚子育て・子育ちガイドたからばこ」を7,000冊作成し、妊娠届、転入届提出時等や市内各公共施設等で配布した。〇「子育て通信　きらきら」を年４回及び保存版を１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。 №1101に含む

課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）今後も継続して事業を行う。ブックスタートのフォローアップについて検討する必要がある。

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）

4か月児健診において、ボランティアによる絵本の読み聞かせをおこない、絵本を1冊プレゼントするブックスタートを24回行った。これにより未受診者への後日配布も含め、1939人に対し絵本をプレゼントした。また、10か月児・1歳6ヶ月児・3歳児健診においては、それぞれの月齢にあわせた絵本リストを配布した。

 事　業　内　容

5105 中央図書館管理運営事業西図書館管理運営事業 ブックスタート事業 乳児の頃から本に親しむきっかけとして、また本を通して親子のつながりをより深めるために、乳幼児健診時に図書館の利用案内やおすすめ絵本の紹介を行う。 継続

方向性事務事業名  事　業　名 今後の展開の方向（計画策定時のもの）課名 №
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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。 子どもの人権擁護（いじめ・体罰）事業のページを新たに作成するなど内容の充実を図った。 昨年度と比べアクセス件数が若干減少した。周知に努めるとともに、子どもがより興味を持つようなサイトとしていく必要がある。 143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。 緑のカーテンに関する項目を追加し、内容の充実を図った。 引き続き内容の充実をはかる。 180（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 市民協働推進事業 地域ネットワーク推進事業 「まちづくり協議会」を組織化し、ふれあいや連帯感あふれる地域づくりを推進しているが、子育て支援も課題の１つとして啓発する。 継続 子育て支援への取組みを啓発する。また、地域の諸課題の解決を目指す「地域ごとのまちづくり計画」を作成し、既に子育て支援に取組んでいるまちづくり協議会もあり、子育てについて情報の共有を図る。

まちづくり代表者交流会を６回開催し、子育て支援や子供の見守り等を含めた地域の課題について情報交換を行った。 まちづくり協議会における福祉部門の専門部会議を開催し、実際に子育て支援に取り組んでいる担当者同士の交流と意見交換を図る。 0
社会福祉協議会 ○子育て支援プロジェクトチーム地域児童館を核として、社会福祉協議会の地区センターが中心となって、保育所、民生・児童委員、保健師、子育て支援ボランティア等によるネットワークを形成し、情報交換や相互支援を行う。月１回開催○要支援者(児)サポートネットワーク支援を要する（引きこもり、虐待、いじめなど）子どもに対する支援策として、子育て支援に係わる専門機関が横に繋がるためのネットワークづくりを行う。(年３回勉強会実施)

拡充 ・子育て中の「親」、児童館の遊びプログラム、中間層、高齢者のネットワークを生かし統合し、多世代で子育て支援プログラムを継続実施。・要支援者への支援のためのネットワークの強化を図っていく。
子育て支援プロジェクトチームと要支援者（児）サポートネットワークについては、メンバーの方々と話し合った結果、当初目的はある程度果たせたという事と、ニーズが変化してきているため、一旦チームは廃止。 新たなニーズに対しては、２６年度福祉のラウンドテーブルで協議し、必要な場合はプロジェクト化や市への提言としてまとめるなど新たなプログラム開発につなげる。 0

保育企画課 5302 市立保育所保育実施事業 地域子育て支援センター事業 右岸・左岸の保育所２か所に地域子育て支援センター機能を持たせ、保育所地域子育て支援事業の核として位置づける。 継続 子育て支援業務の一つとして、コーディネート機能の向上を図る。 子ども家庭支援センターが主催する「コーディネート研究会」に３回参加した。 コーディネート機能を強化することにより、子育て支援拠点事業の強化につなげている。 №1101に含む子ども家庭支援センター 5303 児童館運営事業 地域児童館運営事業 各地域児童館にコーディネーターを配置し、７ブロック毎の地域の子育てを総合的に支援する。・地域の子育て支援ボランティア活動との連携・他機関とのアウトリーチサービスの連携・要支援の子どもや家庭への支援に関する他機関との連携 拡充 平成22年度(2010年度)より順次各地域児童館にコーディネーターを配置する。 全児童館（子ども館除く）に配置されたコーディネーターが「地域子育て支援コーディネート研究会」に参画し、コーディネーターの役割及び共通認識を図った。・実践による共通認識として、各館から先駆的取組とコーディネーターの動き等の事例を報告し、それら事例に対する助言や意見交換を実施。 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。また、他の児童館の事例を知ることで今後の児童館運営の充実化が図れた。 №6107に含む

課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）継続 平成１９年度(2007年度)から実施。継続して実施し、内容の充実を図る。
 事　業　内　容 方向性課名 № 事務事業名  事　業　名

6204再掲
今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）
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子ども家庭支援センター
5304 児童館運営事業 出前児童館事業 地域児童館を核として、各小学校区内の児童館のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育てサロン」への支援等を実施する。 継続 継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、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 98回 2,881人 平均29.40人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ217人第２ブロック：野上児童館 183回 5,361人 平均29.30人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ184人第３ブロック：御殿山児童館 161回7,322人 平均45.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ662人第４ブロック：安倉児童館 203回 7,117人 平均35.06人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ1,113人第５ブロック：中筋児童館 112回 2,678人 平均23.91人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ118人第６ブロック ：子ども館 69回 2,034人 平均29.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ327人

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。
18,000

子ども家庭支援センター
5305 子ども家庭支援センター事業 子ども家庭支援センターの運営 子育て支援の中核的施設として、子育て総合コーディネーターを配置し、全市域の子育て支援策のマネジメントの役割を担う。・子どもや親の育ち及び子育て支援のための様々なプログラムの開発、提供・子育て支援人材養成・支援者のスキルアップ・子育て関係機関の総合的ネットワークの推進・情報の集約・蓄積及びそれらのデータベース化、ホームページ充実による子育て支援事業のＰＲ・利用者に対する相談・助言・サービス提供機関との連絡及び調整・児童館等他機関へのアウトリーチサービスの調整・要支援の子どもや家庭への支援に関する他機関との連携・三層間の諸事業に関する情報交換と相互連携・地域子育て支援コーディネート研究会開催

拡充 全市域を対象に、他機関との連携を深め、コーディネート機能の向上を図り、利用者の利便性の向上及び、サービス利用の円滑化等を図る。また、大学の協力によりコーディネートシステムを研究する。
○神戸大学の伊藤教授の助言を得ながら「地域子育て支援コーディネート研究会」を４回開催した。研究テーマ：「地域子育て支援コーディネーターの役割及び共通認識」について・実践による共通認識として、各館から先駆的取組とコーディネーターの動き等の事例を報告し、それら事例に対する助言や意見交換を実施。

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。また、他の児童館の事例を知ることで今後の児童館運営の充実化が図れた。 №1101に含む

子ども家庭支援センター 5306 子ども家庭支援センター事業 児童館等巡回相談事業 地域子育て支援拠点として位置づけている児童館等の職員のエンパワメントを高めるため、保健師や臨床心理士等専門職や専門機関のアウトリーチサービスを実施する。 新規 子ども家庭支援センター、児童館等子育て支援にかかわる職員のエンパワメントを高める。 専門職等による児童館巡回相談を実施 臨床心理士等：７０回２７３件 相談員等：７０回２７３件・バックアップ事業に係る全体協議　２回 ※２５年度より、「児童館等巡回相談事業」から「児童館バックアップ事業」に事業名を変え、実施した。 課題を抱える子どもや家庭への対応について、臨床心理士等からスーパーバイズされたことで児童館職員の資質の向上が図れた。 №1101に含むいきがい福祉課 1340再掲 民生・児童委員活動補助事業 民生児童委員活動補助（再掲） 豊かな心を持ち、心身ともに健康で自立性、主体性、社会性のある子どもを地域社会全体で育てていくため、民生・児童委員として、要保護児童及び要援護家庭の把握に努め、援助指導を推進し、心豊かな子どもを育てる活動を展開する。 継続 相談・支援件数は増加傾向にあり、民生・児童委員、主任児童委員の役割は大きくなっている。一層の支援活動が求められるため、事業を継続する。 ・子どもに関する相談・支援件数 2,180件・要保護児童の発見通告・仲介件数 ９０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、兵庫県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。 30,800

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容
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６　子どもの社会参加の促進（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実 ①　子どもの居場所づくりの充実　②　さまざまな体験の機会の提供施設課 6101 小・中学校施設整備事業 地域開放クラブハウス 学校施設開放の促進として、一部の学校では校舎又は体育館内に地域利用のできるクラブハウスを整備している。 継続 施設の老朽化や教育の多様化、住宅開発による児童数増等から、学校本来の施設整備が急務となっており、クラブハウスの新設は困難。 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。 継続 事業の内容を見直しつつ継続実施。小学校区単位で設立のスポーツクラブに運営を任せることも検討。 体育館・運動場登録団体２４３団体。プール開放事業延べ遊泳児童数１５，５８１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。プール開放事業については、問題点を検討する場を設けており、今後も学校・ＰＴＡ・行政が一体となった取組が必要である。 23,690
人権文化センター 6103 人権文化センター管理運営事業 図書室運営 図書の閲覧、貸し出しを通じて、地域青少年の文化・教養の向上に資するとともに、近隣地域住民との交流の場とする。 継続 読書を通じて、青少年の健全育成を図り、交流を進めていく。 新規購入  来館者数が増加しており、読書を通じた、青少年の健全育成を図ることができた。 ①くらんど297②まいたに50③ひらい181人権文化センター 1102再掲 人権文化センター整備事業 活動拠点の整備（再掲） 地域活動の拠点として広く活用できるよう施設整備を推進する。 継続 14年度(2002年度)ひらい､15年度(2003年度)まいたに､17年度(2005年度)くらんど､の改修を行った。今後も順次施設整備を行う。 ひらい人権文化センター別館の耐震補強工事を行うため、調査設計を行った。  耐震補強工事のための調査設計を行った。 平成26年度、ひらい人権文化センター別館の耐震補強工事を行う。 ひらい1,490
青少年課 6104 青少年育成事業 子ども会育成事業 ○市内７２の単位子ども会の育成のため、宝塚市子ども会連絡協議会へ子ども会リーダーの養成等子ども会活動活性化のための事業を委託する。○単位子ども会活動の活性化を図るため、宝塚市子ども会連絡協議会に属する単位子ども会に対し、活動費の一部を助成する。 継続 子ども会数が依然減少傾向にあるため、宝塚市子ども会連絡協議会の行う事業の見直し等を行い、活性化を図る。宝塚市子ども会連絡協議会への加盟を促進し、子ども会活動の活性会を図るため、引き続き単位子ども会への助成を行う。

・親子でクッキング（８月実施）、場所：宝塚市立東・西公民館、参加人数：２６人＋２０人＝４６人・デイキャンプ（７月実施）、場所：宝塚市立宝塚自然の家、参加人数９１人・子ども会育成者研修会、場所：市役所２－４・２－５会議室、講師：中筋児童館長、参加人数８人・子ども会新聞2,000部発行した。・子ども会夢まつり（１１月実施）、場所：宝塚市立西公民館１Fホール・子ども会ふれあいイチゴ狩り、須磨海浜水族園９８人参加（3月実施）。
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。 1,154

青少年課 ☆6105 放課後子ども教室事業 放課後子ども教室事業 保護者や地域住民が中心となって、放課後の小学校校庭などを利用し、子どもの主体性を大切にした遊びの場をつくることにより子どもの居場所づくりを展開する。 継続 平成19年度(2007年度)から実施地域教育力の再生を目指したネットワークの構築を目指す。現況（Ｈ21） 20教室目標値（Ｈ26） 24教室
Ｈ25年４月には既開設2１校区のうち20校区において放課後子ども教室を実施。１校区は引き続き休止中となっている。Ｈ25年7月に高司小で新規開設となり21校区で実施した。また、各校区の実行委員会や関係者を対象とした研修会を年３回実施した。それに加え、放課後子ども教室啓発セミナー及びスタッフ養成講座をＮＰＯ法人に委託し実施した。

未開設３校区のうちの高司校区については、Ｈ25年７月に新規開設となった。残り２校区も校区が広いなどの課題は多いが、引き続き開設に向けて働きかけていく。また、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。
10,686

平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）
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子ども家庭支援センター
6107 児童館運営事業 地域児童館運営事業 地域で子どもたちが安全で自由に集まり、活動交流できる場として、また、地域の子育て支援の拠点として、コミュニティの７つのブロック毎に整備している児童館の運営に対し、公立児童館は社会福祉法人に委託（平成１８年度(2006年度)より、指定管理者制度に移行）を、法人立児童館には補助金を交付する。機能としては、・子どもたちの遊びの場・地域の子育て支援の場・地域の世代間交流の場・地域の子育て支援ボランティア活動との連携

継続 継続して実施する。なお、地域や関係機関と連携して開館時間の延長などを検討し、中高校生の居場所としていく。 ○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10,644､中学1,716、高校45､計12,405人野上児童館：小学5,104､中学269、高校6､計5,379人御殿山児童館：小学9,222､中2,322、高校279､計11,823人安倉児童館：小学7,424､中学824、高校201､計8,449人中筋児童館：小5,680､中学608、高校282､計6,570人西谷児童館：小学2,050､中学504、高校172､計2,726人子ども館：小学4,437､中学83、高校22､計4,542人平井児童館：就学前2,818、小学3,766､中学515、高校51､大人3,178、計10,328人

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。小学校の授業のカリキュラムの変更により、放課後、子どもが活動できる時間が減少してきた。今後、状況変化の中、児童館が子どもの居場所として機能するよう検討する必要がある。 58,640

子ども家庭支援センター 5304再掲 児童館運営事業 出前児童館事業(再掲) 地域児童館を核として、各小学校区内の児童館のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育てサロン」への支援等を実施する。 継続 継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、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 98回 2,881人 平均29.40人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ217人第２ブロック：野上児童館 183回 5,361人 平均29.30人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ184人第３ブロック：御殿山児童館 161回7,322人 平均45.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ662人第４ブロック：安倉児童館 203回 7,117人 平均35.06人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ1,113人第５ブロック：中筋児童館 112回 2,678人 平均23.91人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ118人第６ブロック ：子ども館 69回 2,034人 平均29.48人 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ327人

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。
18,000
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子ども家庭支援センター
6108 児童館運営事業 大型児童センター（センター機能）運営 ○子どもの創造性が発揮できるような場づくり、中・高校生等年長児童の居場所・中・高校生等で組織する青少年リーダーの企画による世代間交流事業や地域交流事業、児童健全育成事業、地域の青少年育成事業を実施・中・高校生等を対象に乳幼児とのふれあい事業を実施・音楽などを通しての、自己表現、自己発表の場の提供となる音楽創作活動事業の実施○地域児童館の統括・児童館ネットワーク会議開催運営は社会福祉協議会に委託(平成１８年度(2006年度)より、指定管理者制度に移行)

継続 地域児童館のスキルアップ、青少年リーダーの育成を図りながら、継続して事業を実施する。 ○宝塚市社会福祉協議会を指定管理者として指定した。・利用状況小学10,324､中学11,440、高校7,945､計29,709人○ネットワーク会議　３回開催 中・高校生等の居場所としての役割が果たせている。経験のある職員が少ないため、今後、継続性のある青少年の育成の視点と地域児童館の統括機能をより充実する必要がある。 32,164
青少年課 3511再掲 青少年育成事業緊急雇用就業機会創出事業 思春期ひろば(再掲) 不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者が、安心して参加できる居場所の提供と地域住民等が関わることができる環境を創り出す。学校や学校外の関係機関と連絡調整を行い現状の課題把握に努める。 継続 平成２１年度(2009年度)から宝塚市社会福祉協議会に事業を委託し実施 不登校やひきこもりに悩む当事者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：3箇所啓発セミナー開催：２回インターネットを活用した情報発信：ブログなど 今まで継続利用者からは就職、専門学校、アルバイト各１名など居場所を経て次へと進んだ方がある。そうした方にも近況報告や気分転換になる居場所としての存在は大きい。思春期ひろばは、おしゃべりや畑作業、お菓子づくり、楽器演奏など利用者に応じて自由に過ごせる居場所として機能している。年々他機関との連携も充実し、今後も継続していく必要がある。 1,977
手塚治虫記念館 6109 手塚治虫記念館運営事業 手塚治虫記念館運営事業 市ゆかりの漫画家　手塚治虫氏の偉業を顕彰し、広く後世に伝えるとともに、未来を担う青少年に夢と希望を与える施設として、手塚治虫記念館を運営する。 継続 魅力ある企画展、イベントを開催し、マンガ・アニメ文化をとおして「自然への愛と生命の尊さ」を伝えていく。 企画展「日本SF作家クラブと手塚治虫」、「MACROSS：THE MUSEUM」、「ブラック・ジャック創作秘話展」、「開館20周年記念地上最大の手塚治虫展」を開催。ミュージアムトークやワークショップ等イベントを開催、また開館20周年記念として「私の夢」をテーマとした4コマ漫画コンテストを実施した。 引き続き、企画展やイベントなどの実施に取り組み、継続的な情報発信をしていく必要がある。 66,213
人権文化センター 6110 人権文化センター管理運営事業 自然体験事業 自然体験人権学習会（サマーキャンプ）等を実施する。 継続 青少年が自然環境の下で様々な体験や人権学習を行い、人権を尊重する感性を育てると共に、地域の人権文化推進の人材育成を図っていく。 ①くらんど　青少年海洋センター②まいたに　丹波少年自然の家③ひらい　神戸市少年自然の家 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ことができた ①くらんど694②まいたに413③ひらい483環境政策課 6111 環境保全対策事業（啓発、支援） 自然観察事業 こどもエコクラブ事業（環境省）による環境学習の支援を行う。 継続 自主的な環境学習・活動への支援 支援体制が変更になったことにより、登録団体数は不明であり支援実績はなし。 ー 0環境政策課 6112 環境保全対策事業（啓発、支援） 自然観察事業 自然観察用具（双眼鏡、フィールドスコープ等）の機器の貸出を行う。 継続 継続実施 貸出件数６件 地域等での自然観察に役立っている。 0
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政策推進課 6113 丹波少年自然の家負担金事業 丹波少年自然の家建設・運営費負担金 阪神と丹波両地域9市１町が組合立により設立し運営している施設であり、自然の中での集団宿泊生活や様々な体験活動に加え、特に都市と農村の生活と教育の交流を重視し、将来を担う若い世代の健全な育成に寄与することを目的としている。 継続 今後も引き続き施設の充実を図るとともに、冬季の利用プログラムの充実にも努め、利用者増に向けて取り組む。 平成25年度延利用者人数 45,203人（うち宝塚市利用者延人数） 7，289人※延人数は、１泊２日を１人として計算している。 宿泊延人数は前年度比1,660人の利用者減だが、本市市民は67名の増となっている。利用者実数としては、ほぼ横ばいの状況で推移しているが、集客の約90％を小学校5年生の自然学校による利用者が占めている関係上、今後の少子高齢化の進展に合わせて、利用率が下がることが危惧される。更なる施設の魅力発信を行い、自然学校以外の利用者の獲得に努力するとともに、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。
16，084※（但し、本市負担金分のみ）

公園緑地課 6114 公園維持管理事業 北中山公園整備 北中山やすらぎの道の施設の補修、清掃等を行い、ハイキング、バードウォッチング等が快適に楽しめるように努める。 継続 気軽に自然に触れ楽しめる場を継続して提供していく 11月23日にクリーンハイキングを開催。約500名の参加があり、自然休養林内のゴミ回収を実施した。また、やすらぎ広場の下草刈り、トイレの維持補修等を実施し、環境の保全に努めた。 奥の院及びやすらぎ広場のトイレの老朽化が著しく、維持管理が難しい状況である。宝塚自然休養林保護管理協議会と調整しながら、改修等にむけた具体策の検討が必要である。 1,200公園緑地課 6115 公園維持管理事業 既設公園・子ども遊園整備 既設公園等のリフレッシュとともに、安全な施設を提供し、子どもの利用増大を図る。 継続 老朽化した公園から順次継続して改修していく 平成25年度は、公園施設長寿命化計画策定調査を行い、今後の修繕計画を立てた。星の荘公園の複合遊具取り替え、末広中央公園には新たに複合遊具を設置した。 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。 67,495公園緑地課 6116 公園維持管理事業 公園整備事業 新しく公園を整備する際は、多目的広場を設置するとともに安全な遊具の整備も進めていく。 継続 引き続き市民１人当たり7.0㎡を目指して、継続して取り組んでいく (仮称)中筋２丁目公園整備に向け、公園設計を開始事業に着手した。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。 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。 315,399青少年課 6117 プレイパーク事業 子どもたちが持っている好奇心や創造力を発揮し、自分の責任で自由にあそぶ場を提供 継続 現在休止中。プレイパークに必要な場所や運営団体を検討 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(再掲) 中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社会体験学習等に取り組む。 継続 今後も引き続き、社会体験学習等の一層の充実を図る。 市内１２中学校と１特別支援学校の２年生に在籍する生徒１８５２名が、６５０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。 10,324学校教育課 3103再掲 学校教育指導事業 「のびのびパスポート」の作成(再掲) 神戸市隣接の市町の美術館や博物館などの教育関連施設に、無料で入館できる証明書を市内の小・中学生に配布する。 継続 引き続き、充実し継続する。 小学生用　１７，５００冊中学生用　　７，6００冊印刷し小・中学校へ配布 コスト削減。 144学校教育課 3104再掲 小学校体験活動推進事業 小学校体験活動推進事業（再掲） 小学５年生を対象に、学習の場を教室から豊かな自然の中に移しさまざまな体験活動を通して「生きる力」を育成する。また、小学校3年生を対象に、体験型環境学習を行い、命のつながりや営み・環境保全について学習する。 継続 平成２１年度から実施今後も継続実施 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（2,124名参加）環境体験事業（2,009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。 36,027青少年課 3112再掲 青少年音楽活動推進事業 少年音楽隊事業（再掲） 市立９小学校（仁川、末成、良元、光明、長尾、小浜、宝塚、高司、売布）に吹奏楽の音楽隊、３小学校（仁川、良元、長尾）と同３小学校卒業した中学生でバトン隊を組織し、「音楽のある街宝塚」にふさわしい青少年の育成事業として実施。音楽等を通じて青少年の情操を深めるとともに、異年齢の仲間づくりを行う。 継続 市が指導者を配置し、直接実施している事業であるが、今後は、保護者とも連携し、事業の充実を図る。 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。 7,540
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環境政策課 3115再掲 環境保全対策事業（啓発、支援） 小学校における環境学習支援事業（再掲） 小学校を対象とした、地球温暖化防止に関して、原因や現状を理解させ、気づかせるための学習プログラムの作成、および小学校における環境学習の実施を支援する。 継続 平成１９年度(2007年度)に試行後、平成２０年度(2008年度)から実施 市立小学校１校で実施。 実施校数を増やす手法を検討する。 40（２）　子ども参加型のまちづくりの推進環境政策課 環境保全対策事業（啓発、支援） 宝塚こども環境会議 継続 継続実施 市内２校１団体の小学生の環境学習活動について、環境フォーラムで発表するとともに子ども環境会議に参加した。 引き続き内容の充実をはかる。 800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。 対象：市内学校の小学６年、中学2年、高校３年等 継続 子どもたちにとっては、意見表明できる貴重な場であるとともに市長・教育長等と直接やり取りができ、議会制度を学べる。議会形式を維持しながら議論のやり取りが活発にできるよう検討実施していく。
平成2５年（201３年）8月2２日に第1４回宝塚市子ども議会を開催し、小・中・高校生から２６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。

グループごとの発表により、他校・異年齢間の交流を行い子ども同士が共に学ぶ場とすることができた。実施後のアンケートにおいて、ほとんどの子ども議員から「意見を伝えられた」「市長・教育長からの回答を理解することができた」との回答があり、子どもの社会参加の促進と、子どもの意見の市政への反映という目的を概ね達成できた。 113
子ども政策課 6205 子ども委員会事業 子ども委員会 公募により選出した子ども委員が市政等について意見を表明する機会を提供するとともに、その意見を市政等に反映する。 対象：市内在住の小学5年生から高校3年生等 新規 子どもが社会の一員であるとの認識のもと、子どもと共にまちづくりを行う視点に立って、子どもの社会参加を推進する。 小学生から中学生までの子ども１１人が参加し、グループ活動を含め、全10回にわたって委員会を開催した。１１月３日の意見発表会では、施設見学やグループでの話し合いを通してまとめた意見書の発表を行い、その後、１２月に市の回答書を公表した。 ２回目の開催となる平成２５年度では、子ども委員が主体的に話し合いや施設見学を行い、自分たちの意見を市政に届けるとともに、届けられた意見に対する市の回答について、概ね納得を得ることができた。今後も引き続き事業のPRに努め、応募者の拡大を図る必要がある。 399
子ども家庭支援センター

6203 児童館運営事業 ミニたからづか事業 子どもたちがまちの主役として、小規模なまちを実現させ、就労体験を遊び感覚で行う。また、それらを体感することにより、子どもの視点を取り入れた活力あるまちづくりを創造する。 継続 大型児童センターの事業の一環として実施 中・高校生で組織する「ミニづかスタッフ」がﾐﾆづかｽﾀｯﾌ会議で議論を重ね企画の段階から大人実行委員と一緒に準備し、また、小学生による「子どもリーダー」がお仕事習得講座やリハーサルを経て、店長として当日の運営に従事した。今年度は特に子どもリーダーが107人の希望があったため子どもリーダーの育成にも力を入れるとともに、ミニづかスタッフのサポーターとして、子どもリーダーのうち高学年の児童を「スーパーリーダー」として任命し、次のミニづかスタッフへ繋がるように工夫した。○第８回ﾐﾆたからづか開催時期：平成２５年１２月２１・２２日場所：ﾌﾚﾐﾗ宝塚参加者数：小学生1,0８６、中高生2８、大人（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む）1６６　計1,２８０人主催：ミニたからづか実行委員会
毎年開催することで、一般参加者から子どもリーダーに、子どもリーダーからミニづかスタッフへと子どもの育ちの循環の効果が現れてきたが、２５年度は中学生のミニづかスタッフが多く、街を回しきれない箇所があった。今後は核となる中・高校生の育成に力を入れていく必要がある。今年度は朝早くから並ぶ子どもの健康管理や安全対策を徹底するため定員を設け一人１日として入場制限をし、事前に各児童館で事前予約による参加申込としたので入場に混乱はなかった。
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 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名
平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名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。（環境政策課が主所管課） 事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの）
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子ども政策課 次世代育成支援行動計画推進事業 キッズページ作成 子ども条例に基づき、子ども自身がまちの仕組みや実態、施策について正しい情報を得、まちづくりに参加する機会を提供するため子ども向けホームページを作成する。 継続 平成１９年度(2007年度)から実施。継続して実施し、内容の充実を図る。 子どもの人権擁護（いじめ・体罰）事業のページを新たに作成するなど内容の充実を図った。 昨年度と比べアクセス件数が若干減少した。周知に努めるとともに、子どもがより興味を持つようなサイトとしていく必要がある。 143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。 緑のカーテンに関する項目を追加し、内容の充実を図った。 引き続き内容の充実をはかる。 180（３）　青少年の就労支援商工勤労課 6301 就労支援事業 若者就業支援・相談事業 若者の就労を支援するために、カウンセラーを配置し、相談及び情報提供を行うとともに、職場体験実習へ誘導し就労を促進する。 継続 ワークサポート宝塚内に設置。カウンセラーは週２回の配置とする。職場体験実習を行う。 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。２４年度から相談窓口を週５回に増やした。相談件数９８５件。 就職後も安定的に雇用が継続されるよう、長期的なフォローが必要である。 2,420青少年センター 3506再掲 団体の育成・連携 無職少年進路指導研究調査委託（再掲） 宝塚市中学校追指導連絡協議会に対し、市内中学校卒業生の高校中退、離職の実態調査並びに無職少年に対する適切な進路指導について研究調査を委託し、無職少年の非行防止施策の資料とする。 継続 現況（Ｈ21） 年 ４回の連絡協議会を実施。 訪問による追跡調査 郵送による追跡調査目標値（Ｈ26）その年度の実態に応じて追跡調査を行う。 結果〇年４回の連絡協議会を実施〇訪問による追跡調査年１回２１校〇郵送による追跡調査年２回　133校〇研修会１回実施「通信制向陽台高等学校見学」 中途退学者については、以前は３０名を超えていたが近年減少傾向にあり、前年度は２３名。内１４名は他校への転学等で進路が決定しており、追跡調査の継続実施の成果といえる。 24

方向性 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績 評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名  事　業　内　容
評価・課題 平成２５年度決算額（千円）課名 № 事務事業名  事　業　名

6204
方向性 事　業　内　容 今後の展開の方向（計画策定時のもの） 平成２５年度実績
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次世代育成支援行動計画　評価指標一覧表個別事業№ 指標項目 指標項目の定義、出典、算出根拠 単位 実績値H21年度 実績値H22年度 実績値H23年度 実績値H24年度 実績値H25年度 担当課基本目標１ すべての子どもと家庭への子育て支援サービス宝塚市は子育てがしやすい環境だと思う市民の割合 市民アンケート ％ 52.3（H20） － 48.0 － 48.5 －年少人口（１５歳未満）の構成比率 １５歳未満人口÷総人口（住基）　※３月末人口 ％ 14.5 14.5 14.4 14.2 14.1 －1106 ファミリーサポート事業延べ利用回数（年間） 回 4,027 3,980 3,098 2,527 2,664 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ1213 乳幼児健康診査受診率（４か月児） 受診者÷対象者 ％ 96.3 95.5 98.3 97.0 96.3 健康推進課1213 乳幼児健康診査受診率（１歳６か月） 受診者÷対象者 ％ 95.7 96.5 95.7 96.8 95.2 健康推進課1213 乳幼児健康診査受診率（３歳児） 受診者÷対象者 ％ 93.7 92.7 92.8 92.6 92.9 健康推進課1218 阪神北広域子ども急病センターを利用する市民患者数（年間） 人 10,228 8,061 8,856 7,539 7,467 健康推進課小児救急医療体制に関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点の加重平均点 点 2.35(H20) － 2.67 － 2.63 －1224 健全母性育成事業実施回数（年間） 母子保健相談指導事業 回 6 5 9 16 17 健康推進課1317 DVに関する啓発講座の参加者数（年間） 人 － － 63 20 36 所管課非公開1333 児童虐待相談対応件数（年間） ※平成25年度より統計方法を変更（年間対応件数ではなく新規受付数のみをカウント） 件 90 237 299 427 424 子育て支援課1337 児童家庭相談件数（年間） 「市町児童家庭相談統計報告」（兵庫県） 件 1,219 1,500 1,642 1,717 1,488 子育て支援課
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個別事業№ 指標項目 指標項目の定義、出典、算出根拠 単位 実績値H21年度 実績値H22年度 実績値H23年度 実績値H24年度 実績値H25年度 担当課基本目標２ 子育てと仕事の両立支援男女の役割分担について固定的な観念を持たない市民の割合 男女共同参画についての市民意識調査 ％ 38.9(H16) － － － － 人権男女共同参画課社会における男女の機会均等が図られていると思う市民の割合 市民アンケート ％ 18.8(H16) － 44.8 － 40.6 －男女共同参画の視点に立っていると思う市民の割合 市民アンケート ％ － － 30.0 － 28.5 －2101、22022205、2206 男女共同参画に関する講座の参加者数（年間） 人 1,881 1,282 1,228 1,153 1,126 人権男女共同参画課2206 女性の就労支援のための講座の参加者数（年間） 各行事の参加者数の合計 人 598 110 160 56 69 人権男女共同参画課2301 認可保育所待機児童数 各年４月１日現在 人 62 48 90 91 128 保育事業課2312 一時預かり延べ利用人数（年間） 人 14,067 14,652 16,725 20,711 22,025 保育事業課保育サービスに関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点の加重平均点 点 2.45（H20） － 2.81 － 2.86 －2402 地域児童育成会待機児童数 各年４月１日現在 人 79 55 24 20 49 青少年課
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個別事業№ 指標項目 指標項目の定義、出典、算出根拠 単位 実績値H21年度 実績値H22年度 実績値H23年度 実績値H24年度 実績値H25年度 担当課基本目標３ 教育環境の整備3108 子ども支援サポーターの充足率 配置校÷希望校 ％ 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 教育支援課3117 学校図書館における児童生徒１人あたり年間貸し出し冊数 小学校２４校の平均　各年５月１日現在 冊 36.0 34.8 36.2 38.9 43.5 学校教育課3117 学校図書館司書配置充足率 ％ 30.6 100.0 100.0 100.0 100.0 学校教育課3204 スポーツクラブ21会員数 各スポーツクラブ21事業報告書 人 5,251 5,517 5,252 5,268 5,288 スポーツ振興課3501 不登校児童生徒出現率（小学校） 不登校で年30日以上欠席の児童÷全児童数 ％ 0.23 0.22 0.19 0.26 0.25 学校教育課3501 不登校児童生徒出現率（中学校） 不登校で年30日以上欠席の生徒÷全生徒数 ％ 2.87 2.57 2.71 3.00 3.34 学校教育課3501 適応教室入級児童生徒の学校復帰率 学校復帰した人数÷適応教室入級児童生徒数 ％ 53.1 40.6 36.6 16.0 41.9 教育支援課3501 パルふれんど訪問児童生徒の学校（社会）復帰率 社会復帰した人数÷パルふれんど訪問児童生徒数 ％ 86.7 100.0 100.0 57.0 62.5 教育支援課3511 思春期ひろば利用者数（年間） 参加延べ人数 人 375 242 173 130 276 青少年課教育総合センターにおける教育相談件数（年間） 教育相談件数（子どもの実人数） 件 398 413 364 375 400 教育支援課教育総合センターにおける相談回数（年間） 教育支援課教育相談回数＋教育支援課電話相談回数＋青少年何でも相談ダイヤル＋青少年センター来所相談回数＋青少年センター電話相談回数 回 10,400 10,649 10,231 12,234 12,824 教育支援課地域での青少年の健全育成に関する活動に参加している市民の割合 市民アンケート ％ 6.3（H20） － 5.4 － 4.4 －問題行動発生件数（年間） 中学校における暴力行為発生件数 件 121 71 68 48 31 学校教育課いじめなどの問題への市内の小中学校の対策に関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点の加重平均点 ％ 2.31（H20） － 2.57 － 2.51 －刑法犯少年・特別法犯少年の人数（年間） 宝塚警察署、件数は暦年 人 231 180 123 138 127 青少年センター不良行為少年（補導された少年）の人数（年間） 宝塚警察署、件数は暦年 人 1,945 1,379 2,012 1,410 2,337 青少年センター
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個別事業№ 指標項目 指標項目の定義、出典、算出根拠 単位 実績値H21年度 実績値H22年度 実績値H23年度 実績値H24年度 実績値H25年度 担当課基本目標４ 安全・安心の子育て環境歩道の段差解消などのバリアフリー化に関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点の加重平均点 点 2.31（H20) － 2.40 － 2.31 －歩道段差改良箇所整備率 整備済延長÷計画延長 ％ 72.0 82.0 91.99 97.75 100.0 道路管理課4108 ノンステップバスの導入率 ノンステップバス台数÷事業者バス保有台数 ％ 55.2 56.9 58.6 60.3 62.1 道路政策課4207 安心メール登録者数 件 10,029 11,491 11,885 10,938 11,878 防犯交通安全課交通安全教室・講習会参加者数（年間） 人 17,366 24,176 10,139 9,622 15,160 防犯交通安全課防犯講習会の参加者数（年間） 人 1,150 1,130 600 505 358 防犯交通安全課4208 アトム防犯グループ数 件 115 119 120 123 125 防犯交通安全課基本目標５ 家庭や地域の子育て力・教育力の向上地域全体で子どもの育成に取り組んでいると思う市民の割合 市民アンケート ％ 41.4（H20) － 36.0 － 33.5 －5102 親育ち講座の参加者数（子ども家庭支援センター） 人 706 847 945 828 902 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ5102 親育ち講座の参加者数（男女共同参画センター） 人 149 146 141 136 147 人権男女共同参画課基本目標６ 子どもの社会参加の促進6105 放課後子ども教室実施箇所数（年間） 個所 20 20 20 20 21 青少年課6105 放課後子ども教室延べ利用者数（年間） 人 48,629 59,804 58,443 63,010 61,590 青少年課6107 児童館利用者数（年間） 児童館・子ども館、大型児童センター、出前児童館 人 159,768 203,512 204,212 201,718 189,946 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ6203 ミニたからづか事業参加者数（年間） 人 1,941 1,445 1,407 1,426 1,280 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ6301 若者就労支援事業参加者の就業数（年間） 宝塚ＮＰＯセンター調べ 人 5 7 5 4 6 商工勤労課
53

 


