
  宝塚市次世代育成支援行動計画

  　    「たからっ子「育み」プラン」

（平成１９年度実績及び平成２０年度事業計画）

　（※№に「★」印は重点施策に掲げた事業）

　 （※№に「☆」印は国から数値目標の報告が義務づけられている事業）

個　別　事　業　取　組　状　況



　
　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（１）　すべての子どもと家庭に対する三層構造による子育て支援の展開　　
　　①　地域型の子育てサロンの充実（小学校区単位）

子ども家
庭支援セ
ンター

1101 保育所地域
子育て支援
事業

保育所の専門的機能や施設を地域の子育
て支援に供する事業。また、市立保育所
全園（９園）で、平成１４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。
・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

継続 他機関の事業との
連携に基づいて、
地域へと支援事業
の拡充を図る。

・２ケ所の地域子育て支援
センターを核として市立保
育所の子育て支援の充実発
展を図る。
・各地域児童館との連携の
なかで、出前児童館の連携
を図る。

・保育所子育て支援事業、
児童館子育て支援事業等の
把握、連携を実施。

・保育所子育て支援事業、
児童館子育て支援事業等の
把握、連携を図る。
　

保育課
平成１９年度から
保育課に所管変更

2カ所の地域子育て支援セン
ターを核として、市立保育
所全園（９カ所）に子育て
支援担当保育士を配置し、
園庭開放、育児相談、体験
保育等による子育て支援事
業を実施した。

地域に開かれた子育て支援
施設として、広く就学前児
童及びその家族に対する育
児支援を実施できた。

前年度に引き続き、２カ所
の地域子育て支援センター
を核として市立保育所全園
（８カ所）に子育て支援担
当保育士を配置し、子育て
支援事業を実施する。
また、私立保育園のうち、
民間移管した山本南保育園
に子育て支援担当保育士を
配置し、子育て支援事業を
実施する。

子ども家
庭支援セ
ンター

1102 親子育てグ
ループづく
りと指導、
育成

市内各地に０歳から就園前の子どもを持
つ親子グループを作り、他の親子と接す
ることにより、地域の仲間づくりと孤立
した親子を無くすことを目的としたグ
ループ育成と指導を行う。
Ｈ１６　市内２７か所　２７グループ
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」「地区別交
流会」を開催する。

継続 地域型子育てサロ
ンの一つとして支
援を継続する。

・地域のボランティアとの
交流や連携を図り子育て支
援を拡げる。

・時期により人数の増減は
あるが、概ね5００組の親子
が入会。

・子育て初期の親子の孤立
を防ぎ、子育て不安の解消
と楽しい子育ての支援がで
きたが、希望者が増え、地
域によっては施設の利用定
員がいっぱいになり、他の
子育て支援サービスを紹介
するなどした。
・地域ボランティアの見守
りが少し増える。

・地域のボランティアを育
成し、相互の交流や連携を
図り、子育て支援を拡げ
る。

人権文化
センター

1103 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年度ひらい､
１５年度まいたに､
１７年度くらんど､
の改修と年次的に
施設整備を行う。

施設の改修事業等は予定し
ていないが、子育て支援や
子ども向けに既存施設の機
能を活用し、各センター毎
に様々な事業を展開する。

前年度に引き続き子ども向
け定例講座や幼児向けお話
会等に施設を活用したほ
か、図書室や子どもたちの
ボール遊びのためのグラン
ドの活用、また卓球室や子
どもコーナーの継続、子育
てグループや出前児童館へ
の場の提供など、既存施設
の機能を活かした施設運営
を行った。

・単なる施設活用だけでな
く、施設の設置目的や人権
意識の向上をいかに織り交
ぜていくか、また、定例講
座等各種事業への参加を図
りながら、単なる遊びや学
習だけでなく友人等との心
のふれあいが更に促進でき
るような工夫が必要。
・また、一部施設では施設
の老朽化対策が必要となっ
ている。

・基本的には前年度に引き
続き、子育て支援や子ども
向けの事業推進のため施設
を活用していく。
・また、施設の改修充実に
向けて引き続き検討してい
く。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　地域型の子育てサロンの充実（小学校区単位）

まちづく
り推進課

1104 コミュニ
ティ施設の
活用

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。

継続 指定管理者制度を
導入するに当たり､
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。

今後ともより一層各地域団
体が利用しやすいように指
定管理者に協力を求めてい
く。

子育てグループに限らず各
種地域団体が利用しやすい
よう配慮をした。

指定管理者に協力を得られ
子育て支援に配慮できた。

今後ともより一層各地域団
体が利用しやすいように指
定管理者に協力を求めてい
く。

まちづく
り推進課

1105 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 子育て支援につい
ても取り組むよう
に啓発していく
が、既に取り組ん
だり、地域の諸課
題を解決していく
ことを目指して
「地域ごとのまち
づくり計画」を作
成し、子育て支援
の施策を盛り込ん
でいるまちづくり
協議会もある。

本年度は、各まちづくり協
議会の福祉部会及び子育て
部会の連絡会を開催し、子
育て支援に向けた取組の発
表等を行い情報の共有を図
る。

各まちづくり協議会の子育
て部会の連絡会を開催し、
子育て支援に向けた取組の
発表等を行い情報の共有を
図った。

子育て支援に関する情報の
共有が図れた。

本年度は、まちづくり協議
会代表者会において、子育
てをテーマとして情報交
換・意見交換を行う予定で
ある。

　　②　児童館を核とした子育て支援の拡充（市内７ブロック単位）

子ども政
策課

★
1106

地域児童館
整備事業

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つのブロック毎に地域児童館を
整備する。（現在、未整備の第２･第６
ブロックについても引き続き整備してい
く）
第１ブロック:市立高司児童館、第３ブ
ロック:法人立御殿山児童館、第４ブロッ
ク:市立安倉児童館、第５ブロック:法人
立中筋児童館、第７ブロック:市立西谷児
童館（平成１７年１１月開設予定）

拡充 現在、未整備の第
２・第６ブロック
についても引き続
き整備していく。

現況（Ｈ１６）
  ４か所
目標値（Ｈ２１）
  ７か所

法人立児童館に対して、借
入金の償還金助成を行う。
第２ブロックの保育所併設
型児童館については、実施
設計を５月中に終え、７月
入札、８月工事着工予定。
平成２０年３月竣工、４月
開設予定。
第6ブロックについては、
早期整備に向けて引き続き
地元と協議を行っていく。

法人立児童館に対し、助成
を行った。
なお、野上２丁目で計画し
ている第２ブロックの保育
所併設型児童館整備事業に
ついては、法人選定後、設
置・運営法人（社福）聖隷
福祉事業団と地元の協議に
時間を要し平成２０年３月
着工となった（予算はＨ２
０年度へ事故繰越）。

運営開始後も地域に愛され
る施設となるため、地元協
議に時間を必要としたの
は、評価でもあり、問題点
でもあった。

法人立児童館に対して、借
入金の償還金助成を行う。
第２ブロックの保育所併設
型児童館については、平成
２０年１０月竣工、１１月
開設予定。
第6ブロックについては、早
期整備に向けて引き続き地
元等と協議を行っていく。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　児童館を核とした子育て支援の拡充（市内７ブロック単位）

子育て支
援課

1107 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
地域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

拡充 ブロックの拠点で
ある児童館から、
ブロック内の公共
施設等を利用した
出前児童館を実施
してしていく。
H17年度はモデル
事業として地域児
童館未整備地区で
出前児童館を実施

平成18年度から公立児童館
の運営にあたっては指定管
理者制度を導入し、高司、
安倉児童館は宝塚市社会福
祉協議会を平成18年4月～
平成20年3月まで、西谷児
童館はＮＰＯ法人宝塚ＮＩ
ＳＩＴＡＮＩを平成17年
11月～平成23年3月まで指
定管理者として指定する。
また、法人立の中筋（社会
福祉法人愛和会）、御殿山
（社会福祉法人聖隷福祉事
業団）、平井児童館（平井
財産区）には人件費の一部
を補助する。

・高司、安倉は宝塚市社会福祉
協議会、西谷はＮＰＯ法人宝塚
ＮＩＳＩＴＡＮＩを指定管理者
として指定した。また、中筋、
御殿山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：就学前6834､小
学14007､中学801、高校
569､親5660､計27871
安倉児童館：就学前4759､小
学11143､中学1207、高校
60､親4118､計21287
中筋児童館：就学前8167､小
学6290､中学282、高校25､
親6337､計21101
御殿山児童館：就学前9809、
小学7894､中学1385、高校
10､親7826､計26924
西谷児童館：就学前2352､小
学2265､中学771、高校
435､親2668､計8491
平井児童館：就学前1266､小
学以上4265､親2074､計
7607

地域の子育て支援の拠点とし
て、また、子どもたちの居場所
として児童館が健全育成の役割
を果たすことができた。

平成18年度から公立児童館
の運営は指定管理制度を導
入し、高司、安倉児童館は
社会福祉協議会を平成20年
4月～平成25年3月まで、
西谷児童館はＮＰＯ法人Ｎ
ＩＳＩＴＡＮＩを平成17年
11月～平成23年3月まで指
定管理者として指定する。
また、法人立の中筋（社会
福祉法人愛和会）、御殿山
（社会福祉法人聖隷福祉事
業団）、平井児童館（平井
財産区）には人件費の一部
を補助する。
さらに、平成20年度は、秋
に開設を予定している（仮
称）野上（社会福祉法人聖
隷福祉事業団）児童館に人
件費の一部を補助する予
定。

子育て支
援課

★
1108

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。

新規 平成１７年度はモ
デル事業として児
童館未整備ブロッ
ク２か所で実施

現況（Ｈ１６）
　－
目標値（Ｈ２１）
　7か所

引き続き地域児童館が未整
備である第２ブロック（高
司児童館が実施）・第６ブ
ロック（中筋児童館が実
施）での実施を含め、全市
域及び各ブロック（第７ブ
ロックは除く）で事業を実
施する。

※ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む
第１ブロック
64回 5,748人 平均90人
第２ブロック
115回 6,244人 平均54人
第３ブロック
158回 4,657人 平均29人
第４ブロック
127回 5,003人 平均39人
第５ブロック
87回 2,605人 平均30人
第６ブロック
121回 3,334人 平均28人
全市域（中高生）
140回 5,025人 平均36人

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。

地域児童館が未整備である
第２ブロック（高司児童館
が実施）・第６ブロック
（中筋児童館が実施）での
実施を含め、全市域及び各
ブロック（第７ブロックは
除く）で事業を実施する。
第２ブロックは次年度、野
上児童館への移行を踏まえ
た展開を図る。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　児童館を核とした子育て支援の拡充（市内７ブロック単位）

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

1109 地域ネット
ワーク推進
事業

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。
子育て支援プロジェクトチーム：月１回
開催

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
を拡充。
平成１７年度から
各地区センターを
中心に「子育てキ
ャラバン講座」を
開催し、子育てを
支援していく。

「子育てぶっちゃけ会」の
継続・定例化。
ニーズの確認や情報の共有
化等を提供する学習会兼連
絡会の実施。子育て支援プ
ロジェクトチームが主催し
地域の子育てのネットワー
ク化を図る。

・子育てのニーズ把握や支
援を検討する子育て支援プ
ロジェクトチーム(9回)への
支援。
・子育て支援プロジェクト
チーム主催の「子育てぶっ
ちゃけ会」実施(3回)支援
・ニッセイ財団助成事業中
間ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおいて、「子
育て支援プロジェクトが語
る子育てぶっちゃけ会」を
テーマに分科会を実施。

・子育てぶっちゃけ会や一
時保育に、専門家や各地域
の方にも参加して頂き、地
域の方と連携して実施する
ことができた。
・子育てぶっちゃけ会の継
続実施やｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでの発表
を通して、今後子育て支援
プロジェクトチームとして
「親支援」について、効果
的に行える具体的なプログ
ラムを検討、研究し活動に
つなげていくこととなっ
た。

・地域住民による子育て支
援プロジェクトチームが、
「子育てぶっちゃけ会」を
継続して実施する。但し、
各地域ニーズへの支援へつ
ながるよう、まちづくり協
議会へ呼びかけて連携しな
がら実施していく。また今
後子育てプロジェクトチー
ムとして子育てぶっちゃけ
会を通して見えてきた「親
支援｣を効果的に行える具体
的なプログラムを検討、研
究し活動につなげていく。
・子育て支援活動者のネッ
トワークづくり
・なお右の予算は赤い羽根
共同募金を財源とする。

子ども家
庭支援セ
ンター

☆
1110

地域子育て
支援セン
ター事業

保育所の専門的機能や施設を地域の子育
て支援に供する事業
事業内容
・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

実施場所：わかくさ保育所

拡充 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。

現況（Ｈ１６）
　１か所
目標値（Ｈ２１）
　２か所
（Ｈ１９ ８カ所

右岸・左岸の子育て支援の
センター機能の役割を担
い、地域の子育て支援事業
の拡充を図る。また、出前
児童館の連携調整の役割を
担う。

・第三層の子ども家庭支援
センターの講座の「新米マ
マのふれあいタイム」を
２ヶ所の地域子育て支援セ
ンターで実施。「親子ふれ
あい講座」を1ヶ所の地域子
育て支援センターで実施連
携調整等を図る。

・所管替えのため連携調整
を密に行う。支援事業が拡
充できるように連携､調整を
図る。

右岸・左岸の子育て支援の
センター機能の役割を担
い、地域の子育て支援事業
の拡充を図る。また、出前
児童館の連携調整の役割を
担う。

保育課
平成１９年度から
保育課に所管変更

平成１９年度から保育課に
所管変更

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

地域に開かれた子育て支援
施設として、広く就学前児
童及びその家族に対する育
児支援を実施できた。

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

☆
1111

子ども家庭
支援セン
ターの運営

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、地域の子育
て支援活動をバックアップするために、
子どもの育ちや遊びを始めとする子育て
支援のための様々なプログラムを開発、
提供し、人材の養成と派遣を行うなど、
子育て支援の中核的施設の役割を担う。

拡充 ※国「つどいの広
場事業」

現況（Ｈ１６）
　－
目標値（Ｈ２１）
　１か所

・引き続き、つどいの広場
事業を実施する。
・引き続き、「絵本の読み
聞かせボランティア」を地
域の子育て支援事業の場で
の活躍を図る。
・地域の子育て支援活動の
連携及びバックアップを図
る。

・きらきらひろばの年間利
用者は14,319人、うち子
どもの延べ利用数は7,426
人（0～2歳7,139人で全体
の96％。そのうち０歳児
4,311人58％）で、特に0
歳児を育てる保護者の居場
所として活用されている。
１日平均64人が利用。ま
た、子育て相談件数は554
件で新規家庭の登録は832
件。
・子育て支援ボランティア
登録者はきらきらひろば及
び各地域での親子育てグ
ループで活動。また、乳幼
児とのふれあいを希望する
中高生が、ひろばで親子の
様子を観察したり、子ども
と一緒に遊ぶ体験を実施。
また、ひろば前のプレー
コーナーでは、遊びを通し
て異年齢の交流の場となっ
ている。

・親子の不安解消、気にな
る子どもの早期発見、適切
な支援を図ったり、親子が
安心して過ごせる居場所と
なる。

・引き続き、つどいの広場
事業を実施する。
・引き続き、「絵本の読み
聞かせボランティア」を地
域の子育て支援事業の場で
の活躍を図る。
・地域の子育て支援活動の
連携及びバックアップを図
る。

子ども家
庭支援セ
ンター

★
1112

子育て支援
総合コー
ディネート
事業

教育、福祉等行政機関や、ＮＰＯ、民間
企業、市民団体等と、家庭を始めとする
地域との総合的なネットワークを推進す
る。また、多様な子育て支援サービス情
報を一元的に把握するため、インター
ネット等を活用したサービス利用者への
情報提供、ケースマネジメント及び利用
援助等の支援を行うことにより、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。
・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
・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

新規 『子ども家庭支援
センターたからづ
か』に子育て支援
コーデイネーター
を配置して、平成
１７年度から実
施。

・引き続き市内の子育て関
係機関の情報把握を図る。
・引き続き、関西学院大学
との共同研究を実施すると
ともに、庁内外の機関との
連携し推進を図る。
・子育て支援プロジェクト
も引き続き連携し、子育て
支援情報の共有化やサービ
ス調整を図る。

・市内の子育て関係機関の
情報を把握。
・「総合的情報コーディ
ネート・システムの開発研
究会」を関西学院大学と共
同研究を行う。
・社会福祉協議会、市民等
が参加した今年度の「子育
て支援プロジェクト会議」
の一員として支援プロジェ
クトに参画し、子育て支援
情報およびサービス調整を
図った。

・市内の子育て関係機関の
情報把握や子育て支援情報
及びサービス調整を行っ
た。共同研究は、１９年度
末で終了 したため、これま
でに得られたものを踏まえ
て、市独自の検討が必要で
ある。

・引き続き市内の子育て関
係機関の情報把握を図る。
・子育てｗｅｂページにつ
いて、庁内外の機関との連
携や推進を図る。
・子育て支援プロジェクト
にも引き続き参画し、子育
て支援情報の共有化やサー
ビス調整を図る。
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子ども家
庭支援セ
ンター

1113 家庭児童相
談室事業

１８歳未満の児童の家庭における家庭問
題や養育相談等を行う。子育て家庭
ショートステイ、里親の相談も受ける。
（子ども家庭なんでも相談）
また、児童虐待の窓口として通報・相談
を受ける。臨床心理士等の助言を得なが
ら、関係機関と受理会議、個別ケース会
議等を開催し支援の方向を決定する。
　家庭相談員　　３人

継続 増大する子育て不
安等、第一線の相
談・援助機関とし
て、その役割は
益々増大しており
体制整備を図る。
また、県健康福祉
事務所、西宮こど
もセンター等の関
係機関との連携を
強化する。

要保護児童対策協議会設置
２年目であり、児童相談所
の運営指針の強化や、児童
虐待防止法の改正も見込ま
れることから、各種相談を
受ける中で、要保護児童対
策協議会の効果的活用を図
り、児童虐待の防止、早期
発見に繋げたい。

要保護児童対策協議会の事
務局及び調整機関として児
童虐待防止の中心的役割を
担った。また、「こども家
庭なんでも相談」を実施す
る中で、相談延べ回数は、
年間7，170回で、それに
伴う個別ケース会議を82回
開催した。又児童虐待の通
告件数は、44件、ショート
ステイの利用日数は57日
で、利用件数１３件であっ
た。

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。

要保護児童対策協議会のさ
らなるネットワークの強化
を図る。各種相談を受ける
中で、要保護児童対策協議
会の効果的活用を図り、虐
待防止、危険ケースの早期
発見に繋げる。

子ども家
庭支援セ
ンター

1114 子ども家庭
なんでも相
談

１８歳未満の児童の家庭を対象に、家庭
相談員が子育てに関する悩み、家庭問題
や児童虐待の通報・相談に応じる。

継続 相談体制の充実を
図る。

家庭相談員の資質向上を図
り、要保護児童対策協議会
の効果的活用に繋げる。

「子ども家庭なんでも相
談」の年間延べ相談回数
７，１７０回。新規の電話
相談件数は２７６件。児童
虐待の通告は４４件。

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。

増加する相談件数に対応す
るため家庭相談員を１名増
員するとともに、家庭相談
員の資質向上を図り、要保
護児童対策協議会の効果的
活用に繋げる。

子ども家
庭支援セ
ンター

1115 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136件
（時間帯：午前21件、午後
77件、夜間38）
※夜間は２２時～５時
相談内容　養護、保健、障
害、育成等

時間に拘らず２４時間悩ん
だ時に相談ができる窓口が
でき、相談者の抱える子育
て等の不安を少しでも軽減
することに役立った。

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。

子ども家
庭支援セ
ンター

☆
1116

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。
　６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（Ｈ１６）
　定員２人
目標値（Ｈ２１）
　定員２人

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

利用件数：１３件
延べ日数：５７日

一時的に養育が困難になっ
た時に、いつでも利用でき
る場所があるという安心感
が広がった。

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

子ども家
庭支援セ
ンター

☆ ファミリー
・サポート
事業
（再掲）

№2316の再掲 継続

保育課
☆ 一時保育事

業（再掲）
№2313の再掲 拡充
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子ども家
庭支援セ
ンター

1117 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」
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６回

拡充 参加希望が多いの
で回数を増やして
実施。

現況（Ｈ１６）
　４回
目標値（Ｈ２１）
　６回

・引き続き年６回実施
（２回連続）
各回親子２０組募集。

・年間６回実施、延べ518
人（親子）が参加し第１子
を持つ初めての子育てママ
への支援の実施。

はじめての子育てへの不安
を解消し支えあえる仲間づ
くりの場となっている。

・引き続き年６回実施
（２回連続）
各回親子２０組募集。
親のニーズに合わせ講師変
更（助産師→栄養士）

子ども家
庭支援セ
ンター

1118 きらきら子
育て講座

講師を招き、乳幼児期の発達や関わり方
等について、講演、講習をする。１講座
２回。

継続 テーマを「親育
て」におき、講座
内容の充実を図
る。

・平成１８年度事業計画と
同様で実施。
・事業の反省や課題につい
て大学側と共に話しあう会
を予定。

・「１歳児の心の世界と子
育て」をテーマに３回連続
講座を実施。延べ参加者44
人（親）。
甲子園大学との共催事業と
して内容の充実を図った。
同大学の院生も参画実施
（75人）

大学との共催により、専門
的な話しを聞くことで、子
ども理解ができ、好評で
あった。また、院生がファ
シリテーターや、託児に入
ることで、次世代育成につ
ながる事業である。

・平成１9年度事業計画と同
様で実施。
・事業の反省や課題につい
て大学側と共に話しあう機
会をもつ。
・大学に事業の趣旨、ニー
ズを伝え協力のもと、開催
回数を1回増やす。

子ども家
庭支援セ
ンター

1119 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を実施。
地域児童館等へも展開していく。
１講座４回　年１回

新規 今後、地域児童館
等へも展開してい
く。

引き続き子ども家庭支援セ
ンターで年１回実施予定。
地域子育て支援センター
（右岸・左岸）で本年度実
施予定。

・４回連続講座として実
施。延べ72人（親子）が参
加。
・本年度実施時に、地域子
育て支援センターの職員も
参加。地域子育て支援セン
ターで実施に向けて、連
携、調整を図り参加。

開発プログラムに沿って進
めることで、保護者の子育
てへの不安感を改善し、保
護者同士の繋がりもでき
た。

引き続き子ども家庭支援セ
ンターで年１回実施予定。
地域子育て支援センター２
ケ所で本年度実施予定。

子ども家
庭支援セ
ンター

★
1120

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。

・年長児童の赤ちゃんとの出会い・ふれ
あい・交流事業
・絵本の読み聞かせ事業
・親と子の食事セミナー事業

新規 重点施策と位置づ
け、大型児童セン
ター及び『子ども
家庭支援センター
たからづか』で実
施。

・引き続き、中高生と乳幼
児ふれあい事業を講座を活
用して実施。
また、子育てボランティア
の地域の子育て支援事業の
場での活躍を図る。

・講座を通しての乳幼児と
中高生とのふれあい事業に
１４名の中高生が参加。
・「絵本の読み聞かせ講
座」修了者に呼びかけ、２
名が「ひろば」での読み聞
かせに参画、また、子育て
グループにも４名が参画し
た。

これまでの登録者に働きか
けてボランティアの活用が
できた。

・引き続き、講座を活用し
て中高生と乳幼児のふれあ
い事業を実施。
また、子育てボランティア
の地域の子育て支援事業の
活躍の場を提供していく。

子ども家
庭支援セ
ンター

1121 総合的情報
誌「たから
ばこ」の発
行

・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。
　出生届、転入届時及び市内各公共施設
等で配布

継続 H17年度は8,000
冊を配布し、子育
て支援事業の情報
提供を図る。

本年度は7,000冊作成。
本市の代表的子育て支援情
報誌として啓発推進をさら
に図る。

本年度は7,000冊作成配布｡
配布時期は妊娠届け時,転入
時とし、「子育て中」の家
庭に、情報源としてほぼ定
着してきた。

「子育て中」の家庭には情
報が届けられている。特に
転入者には、サービスの利
用の問い合わせなどに子育
て情報として、活用されて
いる。

本年度は7,000冊作成。
本市の総合的子育て支援情
報誌として啓発の推進に努
める。

平成１９年度実績 平成２０年度事業計画方向性 今後の展開の方向 評価及び問題点平成１９年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　「子ども家庭支援センターたからづか」を核とした総合マネジメントの展開（全市域）

子ども政
策課

1122 広報・情報
誌の発行

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
や社協たからづか保存版の特集号を発行
する。また、ボランティアが発行してい
るミニコミ誌を情報提供、情報交換の促
進のため支援する。

継続 ホームページを充
実し、子育て支援
事業のＰＲを図
る。

引き続き、子どもや子育て
支援に関する事業のＰＲに
努めていく。
（５月１日号広報で、子育
て支援の特集号掲載）

５月号広報で子育て支援特
集を掲載。
児童虐待防止月間及び青少
年月間を１１月広報で特集
として掲載。

限られた紙面の中で、市が
実施している子育て支援施
策を特集号として掲載する
ことで市民にわかりやすく
ＰＲできた。

平成１９年度と同様に実
施。

子ども家
庭支援セ
ンター

平成１８年度と同様に実
施。

広報の５月号及び１１月号
に、子育て関係と児童虐待
防止に関する情報を掲載。

夢クルーの１ページを毎回
情報提供、事業ＰＲ、啓発
に利用できた。
　また、様々な情報媒体を
利用して、サービスの提供
が図れた。

平成１９年度と同様に実
施。引き続きサービスの提
供を図る

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

・毎号「児童館だより」で
各児童館のイベント情報掲
載
・FMラジオへの児童厚生員
が児童と出演し、イベント
情報の広報活動の実施

・社協広報で、毎号児童館
のイイベント情報を掲載し
た。また住民が開催する子
育てイベントの告知紹介を
行った。　　　　・児童館
だより、広報たからづかや
児童館のホームページで情
報提供を実施する。・FMた
からづかに出演し、情報提
供を実施する。

・児童館だよりの内容に
よって申し込みが殺到する
ものがある。・児童館だよ
りを全市の中高生に配布し
ているが、認知度がまだま
だ低い。　　　　　　　・
社協広報でも、児童館情報
や子育てぶっちゃけい会、
他子育て情報を掲載した。

・児童館だよりやホーム
ページにより一層力を入れ
て情報提供する。FM宝塚に
出演し、宝塚の市民に児童
館を知っていただく。
・社協広報でも、子育て情
報に関する記事を毎号掲載
する新規枠をを儲け、情報
発信する。また地域のの子
育てサロン情報等も紹介す
る。

子育て支
援課

毎月「児童館だより」で各
児童館のイベント、出前児
童館の実施予定などの情報
掲載（市ホームページにも
掲載）

市広報誌に毎月各児童館の
イベント、出前児童館の実
施予定などの情報を掲載
（市ホームページにも掲
載）

児童館のイベント等を掲載
することで、広く市民に子
育てに関する情報を提供し
た。

市広報誌に毎月各児童館の
イベント、出前児童館の実
施予定などの情報を掲載
（市ホームページにも掲
載）

子ども家
庭支援セ
ンター

1123 子育て通信
の発行

「子育て通信　きらきら」を発行し、子
育てに関する情報提供と啓発に努める。
（年４回）

継続 子育て支援の拠点
としての情報発信
の役割を担う通信
の充実。

引き続き年４回発行し、紙
面の内容の見直しを図り、
特に子育てアドバイス等に
重点を置く。

年間４回２,７００部発行。
宝塚市医師会の協力を得て､
情報提供の場を拡げた。

各施設に配布することで、
情報が行き届いた

引き続き年４回発行する予
定。特に子育てのアドバイ
スに重点を置くように紙面
の内容の見直しを図る。

子育て支
援課

1124 こどもプレ
ス夢クルー
の発行

子どもたちの遊びや体験活動、子育てに
関する情報などを定期的に提供する。

継続 発行回数を増や
し、
情報の充実を図
る。

Ｈ２０より発行回
数を精査する。

年5回、各2万5千部の発行
を維持する。

年5回、各2万5千部を発
行。

小学校低学年の子どもが読
める紙面づくりに配慮する
ことで親子のコミュニケー
ションや交流を深めるきっ
かけを提供できた。

年4回、各回2万5千部を発
行する

青少年セ
ンター

1125 「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 現況（Ｈ１６）
　５回実施
目標値（Ｈ２１）
　５回実施

連続５回の講座を実施予
定。子育てをする保護者の
ニーズに応えられるような
内容の検討をしていく。

子どもの発達段階に即した
内容で、連続５回の講座を
実施。参加者延べ４９５
名。

参加者のニーズに即した内
容となった。保育人数に制
限があり、参加者の要望に
充分には沿えない。

連続５回の講座を実施予
定。参加者からのアンケー
トも参考にし、よりニーズ
に添えるような内容で実施

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画方向性 今後の展開の方向課名 評価及び問題点№ 　事業名 　　　事　業　内　容
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（２）　子どもや母親の健康の確保
　　①　母子の健康づくりの支援

健康推進
課

1201 母親学級 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

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。

現況（Ｈ１６）
 　年３６回
　２０人／回
現状維持

年３６回、２０人／回
平成１８年度と同様に実施

年３６回
受講者数　延６５２人

予約状況は良好であり、内
容は好評を得ている。今後
も継続実施していく。

年３６回、２０人／回
平成２０年度より運営・出
務とも宝塚市助産師会へ委
託

健康推進
課

1202 父親学級 核家族化が進む中、両親が協力しあって
の育児を支援するため、まもなくパパ、
ママになる人を対象に、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６回実施

継続 父親の育児参加を
促すため出産・育
児についての正し
い知識の普及に努
める。

現況（Ｈ１６）
　年６回
　２０組／回
現状維持

平成１９年度より
平日実施６回分を
拡大し、年１２回
実施

平日実施６回分拡大
年１２回実施、２０組／回

年間１２回
平日６回、日曜日６回開催
受講者数１９６組、３８２
人

予約開始から３０分で一杯
になる状況であるが、回数
や定員増はマンパワー及び
会場確保の問題から困難で
ある。
内容は好評を得ており、今
後も継続実施していく。

年１２回、２０組／回
平成２０年度より運営・出
務とも宝塚市助産師会へ委
託
日曜日開催を増加し、平日
４回、日曜日８回開催す
る。

子ども家
庭支援セ
ンター

1203 プレママた
ちのふれあ
いタイム

はじめて妊娠した妊産婦を対象に、フ
リートークによる交流、子育て情報の提
供、先輩ママ、赤ちゃんとの交流、助産
師からの助言等を実施。
１講座２回　年３回

拡充 H17年度から回数
を１回増やす。

現況（Ｈ１６）
　年３回
目標値（Ｈ２１）
　年４回

引き続き広報活動に重点を
置く。

年間４回実施。延べ参加者
７４人。
より多くの妊婦に周知を図
るため、産婦人科へ協力を
依頼したことが功を奏し、
参加者が徐々に増えてき
た。

ＰＲ及び対象を拡大したこ
とで、参加者が増加して、
仲間づくりにも進み、妊婦
の不安解消にも役立った。

引き続き広報活動に重点を
置く。

健康推進
課

1204 妊婦健康診
査事業

市民税非課税世帯の妊婦を対象に血圧測
定、検尿、血液検査等の健康診査を実
施。

継続 市民税非課税世帯
の方の妊娠に伴う
費用負担の軽減の
ため、継続実施す
る。

平成１８年度から
は、「児童手当に
準ずる」所得制限
限度額未満の世帯
の方に対して、妊
婦後期健康診査費
の助成を実施。

市民税非課税世帯の妊婦
　　　　　前期　１０件
　　　　　後期　１０件

妊婦後期健康診査助成
　　　　　　１８００件

市民税非課税世帯の妊婦
　　　　　前期　１４件
　　　　　後期　１１件

妊婦後期健康診査助成
　　　　　　１３２７件

妊娠に伴う費用の負担の軽
減を図ることで、適切な健
診や指導の機会を促し、安
全な分娩と健やかな児の出
生を支援する。　平成２０
年度からの助成内容の変更
について、市民への周知を
十分に行う。

市民税非課税世帯の妊婦
　無料受診券の交付を
　合計５回分まで拡充。
　　　　３０件

妊婦健康診査費助成
　助成対象が、妊娠後期の
　１回分の健診から妊娠中
　の全期間における５回分
　までの健診に拡充。また
　助成金額についても上限
　15,000円から22,500
円
　に拡充。
　　　　１570件

平成２０年度事業計画№ 方向性　事業名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向課名 平成１９年度事業計画 評価及び問題点平成１９年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　母子の健康づくりの支援

健康推進
課

1205 妊婦歯科健
診

妊婦を対象に歯科健診及び歯の病気やそ
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。

現況（Ｈ１６）
　年１２回
２０人／回
　現状維持

年１２回、２０人／回
平成１８年度と同様に実施

年１２回　１９６人 妊婦の口腔保健衛生は重要
であり、今後も継続実施し
ていく。

１２回／年
平成１９年度と同様に実施

子育て支
援課

1206 助産施設措
置事業

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

継続 国の基準に基づき
実施

国の基準に基づき実施す
る。市立病院に助産施設の
申請を働きかける。

対象者数　　　　　　１名 国の基準に基づき実施す
る。

健康推進
課

1207 妊産婦・乳
幼児の電話
相談

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）

継続 電話相談により妊
娠中や子育て中の
保護者の不安軽減
を目指す。

現況（Ｈ１６）
　1,000件
現状維持

毎週月・水・金
平成１８年度と同様に実施

年１５０日開設
（開設外相談４０日あり）
相談件数、１，１０６件

助産師、保健師、栄養士等
がその専門性に応じて電話
相談を実施し、定着してい
る。
乳児の相談が も多く、７
割弱を占める。

毎週月・水・金
平成１９年度と同様に実施

健康推進
課

1208 新生児訪問
指導

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、母子保健に
関する諸制度の利用等母子保健事業の周
知を図り、育児相談に応じる。

継続 生後間もない時期
におこりやすい育
児不安の軽減のた
め今後もＰＲに努
める。

現況（Ｈ１６）
　１５０人
現状維持

１３０件／年
平成１８年度と同様に実施

１３８件／年 新生児及び産婦のニーズに
即座に応じ、訪問指導を実
施している。今後も継続実
施していく。

１５０件／年
平成１９年度と同様に実施

平成２０年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容課名 平成１９年度事業計画方向性 今後の展開の方向 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　母子の健康づくりの支援

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
か月までの乳児の希望者を対象に助産師
や保健師が訪問し、母子保健に関する諸
制度の利用等母子保健事業の周知徹底を
図り、育児相談に応じる。また、４か月
以降の乳児についても必要に応じ訪問指
導を行う。

拡充 ※国の「育児支援
家庭訪問事業」
第２子以降及び
１歳児まで対象を
拡大する。

現況（Ｈ１６）
　５００人
目標値（Ｈ２１）
　８６０人

８５０件／年
平成１８年度と同様に実施

平成18年度と同様に実施。
平成19年度は、生後１～２か
月頃にアンケートを送付し、回
答があった者のうち、子育ての
不安や育児ストレス、産後うつ
等により訪問指導を希望する者
を把握し、助産師や保健師が家
庭訪問を実施した。

733件／年

対象児 1,787人
出生　　1,968人７３３件／
年
（対象児1,787人）

出生　　１，９６８人

本事業は市民に定着してお
り、出生した児の約４割が
利用している（新生児訪問
を除く）。内訳は、第１子
が６割、第２子以降が約４
割である。訪問指導の内容
からみると、子育ての不安
が大きく、また生活背景に
問題を抱える家庭が増え、
１回の訪問指導の内容が複
雑化している。
訪問者を対象とした研修の
実施や、継続支援が必要な
場合には、確実に乳幼児訪
問指導へとつなげていく必
要がある。

平成２０年度より、全ての
家庭を対象としたサービス
として「全戸訪問事業」へ
事業展開する。
平成２０年度は新生児訪問
等を含めたカバー率80％を
目指す。

訪問希望者には、平成１９
年度と同様に訪問指導を実
施。
８００件／年

事前調査票未返送者に対す
る訪問指導を６月より開始
５００件／年

また、引き続き支援が必要
な者への訪問指導は、乳幼
児訪問として継続実施して
いく。

乳幼児訪問
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、保護者の疾病や障害、
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「育児支援
家庭訪問事業」

家庭訪問　130件／年
平成１８年度と同様に実施

549件／年 複雑な諸問題を抱える家庭
が増え、他機関と連絡・協
力し、支援を行う必要があ
る。ケース検討会を含めた
研修会の実施が必要であ
る。

平成１９年度と同様に実施
540件／年を見込む
研修会の開催
ケース検討会議の定例実施

健康推進
課

★
1210

１０か月児
アンケート
事業

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

新規 乳児期後期にも育
児・生活指導等必
要な支援ができる
ようにアンケート
を実施する。

対象者数２，１００件
平成１８年度と同様に実施

対象　　２，１５０人
返信数　１，６４３人
返信率　７６．４％
返信者のうち５０５人
（30.7％）に対して保健師
が電話等による育児相談を
実施

返信率が高く、相談がある
者には地区担当保健師が相
談に応じている。

対象者数２，１００件
平成１９年度と同様に実施

健康推進
課

1211 乳児相談 １歳未満の乳児を持つ保護者を対象に発
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。

継続 乳児期の育児不安
の軽減のため今後
もＰＲに努める。

現況（Ｈ１６）
　２９回７００人
現状維持

年２９回
平成１8年度と同様に実施

年２９回
相談者数７８５人

健康センター、長尾南会館
での事業は定着している。
西谷地区の開催は、１回の
参加者が２～３名であり、
事業のあり方を検討してい
く必要がある。

年間２９回
会場変更あり
仁川幼稚園で年３回実施
（新規）
フレミラ宝塚は廃止

平成２０年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 評価及び問題点

健康推進
課

★
1209
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　母子の健康づくりの支援

健康推進
課

1212 乳幼児健診
の実施

・４か月児健診
・１歳６か月児健診
・３歳児健診

継続 いずれの健診も健
診の受診勧奨を行
い未受診者は状況
把握に努める。

現況（Ｈ１６）
　受診率　９３％
目標値（Ｈ２１）
　受診率１００％

４か月児健診　２４回／年
１歳６か月児健診
　　　　　　　２4回／年
３歳児健診　　２4回／年

４か月児健診　２４回／年
    　受診者数　1,897人
　 　（受診率　97.0％）
１歳６か月児健診２４回／
年
　　　受診者数　1,953人
　 　（受診率　95.5％）
３歳児健診　　２４回／年
　　　受診者数　2,050人
　 　（受診率　92.1％）

すべての健診において受診
率は微増している。発達の
節目において、疾病や発達
の遅れ等を早期に発見し、
また親の不安や悩みを受け
止め、前向きに育児に取り
組めるように支援してい
る。

４か月児健診 ２４回／年
１歳６か月児健診
　　　　　　２4回／年
３歳児健診　２4回／年

健康推進
課

1213 ニコニコ育
児相談

幼児を対象に、育児相談を実施し、子ど
もの発達の確認と母親への育児支援を行
う。

継続 幼児期の育児不安
の軽減に努める。

現状（Ｈ１６）
　１２回１２０人
目標値（Ｈ２１）
　現状維持

年１２回
平成１８年度と同様に実施

年１２回、参加者１０５人
（心理相談３３人含む）

予約制であり、子どもの発
育発達に不安を持つ者の参
加が多い。必要に応じて、
専門機関を紹介するなど、
第一次的相談窓口として機
能している。

年１２回
平成１９年度と同様に実施

健康推進
課

1214 ラッコ教室 １歳６か月児健診を受けた幼児の中で、
発達の経過を見る必要がある場合や、母
親の育児不安が強いケースなどを対象に
集団での遊び体験を通し、子どもの発達
を見守り母親の育児を支援する。

継続 幼児期の育児不安
の軽減と子どもの
発達を支援する。

現況（Ｈ１６）
　３５組
現状維持

年２０回
平成１８年度と同様に実施

年２８組　延１９８人 継続で参加を希望する者が
多く、親子の状況が好転す
ると好評を得ている。一方
で、療育が必要など、より
積極的に発達を促す必要が
ある幼児が増加しており、
今後の事業のあり方を検討
していく必要がある。

年１８回
１クール６回×３クール実
施

健康推進
課

1215 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

現況（Ｈ１６）
　１０件
目標値（Ｈ２１）
　現状維持

１歳６か月児精密検査
　　　　　　　　　１０件
３歳児精密検査　　１５件

１歳６か月児精密検査
　　　　　　　　　１7件
３歳児精密検査　　1５件

必要な子どもについて、精
密検査の受診票等を発行す
ることで、受診行動の強化
を図ることができている。

１歳６か月児精密検査
　　　　　　　　　１０件
３歳児精密検査　　１５件

子ども家
庭支援セ
ンター

★
1216

産後ヘル
パー派遣事
業

産後の体調不良のため家事や育児が困難
な家庭、多胎児を出産した家庭等にホー
ムヘルパーを派遣し、産後の健康管理と
安心して子育てができる体制整備を図
る。
・家事援助
・育児援助
・母親への援助

新規 ※国の「育児支援
家庭訪問事業」
平成１７年度から
事業開始

現況（Ｈ１６）
　－
目標値（Ｈ２１）
　３００回

・引き続き、要支援家庭へ
の各関係機関の連携を図
り、特に産後うつなどの精
神的負担や身体的負担も含
め、産後の育児や家事の負
担を軽減することにより、
児童虐待の予防に繋げる。
・本事業の市民への啓発推
進をさらに図る。

申請　：３３件
利用件数：２６件
（内支援ネットケース：５
件）
延べ回数：３０２回
延べ時間：５５７．５時間

　産後の回復期に産後ヘル
パーが家事や育児の援助を
することで、母親の身体的
負担の軽減になった。ま
た、育児に関する相談、助
言を行うことで、母の育児
に対しての不安軽減にも繋
がった。
　利用者に対してのアン
ケートの結果、利用者から
は好評を得ている。

　要支援家庭をはじめ、産
後の回復期に援助が必要な
家庭に産後ヘルパーを派遣
することにより、産後うつ
等の精神的負担や身体的負
担を軽減し、児童虐待の予
防に繋げる。
利用者のニーズを整理し
て、充実したサービス内容
が提供できるように整備を
行い、より広く市民に本事
業の啓発に努める。

健康推進
課

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度事業計画今後の展開の方向 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　母子の健康づくりの支援

人権男女
共同参画
課

1217 からだと性
の相談

自分のからだについての悩みを相談し、
自分のからだとの一生の付き合い方を考
える。

継続 個別面接相談、電
話相談の継続とと
もにグループ相談
を検討する。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・相談は継続実施
・フリートークについて
も同趣旨のものを実施予定

・面接・電話相談　９件
（毎月第２月曜日（原則）
（各４コマ））
・からだのフリートーク
「夏バテのからだを癒そ
う！！～健康チェックと簡
単ヨガ～」
「乳がん体験を通して～賢
い患者になるために～」
「慢性疾患とどう付き合い
ますか？～生活習慣病・関
節リウマチ・腎臓病～」
（参加者延べ４４人）

・面接・電話相談は、件数
が減少しているので、実施
方法等についての検討が必
要。
・フリートークについて
は、計画どおり実施でき
た。

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）
・相談は「女ごころ何でも
相談」と一本化する。
・フリートークは、形態を
リニューアルし「女性のた
めのからだのセミナー＆フ
リートーク」として実施予
定。

人権男女
共同参画
課

女ごころ何
でも相談
（再掲）

№2203の再掲 継続

　　②　小児医療対策の充実

健康推進
課

1218 休日応急診
療所・歯科
応急診療所
の開設

内科・小児科・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

初期救急医療の一環とし
て、日曜・祝日・年末年始
の７１日開設し、内科・小
児科・歯科の第一次応急処
置を行う。平成１８年度と
同様に実施。

開設日数７１日
受診者数
　内科・小児科３，０９９
人
　歯科　　　　　　４６０
人

内科・小児科・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
果たした。

初期救急医療の一環とし
て、日曜・祝日・年末年始
の７１日開設し、内科・歯
科の第一次応急処置を行
う。
（休日応急診療所は、阪神
北広域こども急病センター
診療開始にともない、平成
２０年４月より診療科を内
科のみとし、診療時間も短
縮する。歯科応急診療につ
いては１９年度と同様に実
施。）

健康推進
課

1219 小児救急医
療体制の整
備

平日の夜間は阪神北圏域の宝塚・伊丹・
川西の３市立病院が小児救急の輪番制に
より対応。併せて、宝塚市立病院が西宮
市と芦屋市の地域中核病院と輪番で小児
救急医療を担っている。

継続 小児救急センター
の共同設置に向け
て県に要望中

３市１町による（仮称）阪
神北広域小児急病センター
の平成２０年４月開設に向
けて、施設の建設、運営の
詳細検討等を実施する。ま
た、運営母体となる（仮
称）財団法人阪神北広域救
急医療財団を設立する。

平成２０年４月の阪神北広
域こども急病センター開設
に向け、施設の建設、運営
の詳細検討を行った。
また、１９年８月には運営
母体となる財団法人阪神北
広域救急医療財団を設立し
た。

計画どおり平成２０年４月
に阪神北広域こども急病セ
ンターの診療開始を迎える
ことができた。

平成２０年４月に診療開
始。
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。

市立病院

二次小児輪番制を継続しつ
つ、県・近隣市と連携しな
がら小児一次救急体制の充
実を目指す。

本院の小児一次救急当番日
数は１０１日

救急医療に従事する小児科
医師の確保策を講じる必要
がある

二次小児輪番制を継続しつ
つ、県・近隣市及び阪神北
広域こども急病センターと
連携しながら小児救急体制
の充実を目指す

平成１９年度事業計画

平成２０年度事業計画

評価及び問題点

評価及び問題点平成１９年度事業計画方向性

課名 № 　事業名

　　　事　業　内　容

方向性　　　事　業　内　容

　事業名

今後の展開の方向 平成２０年度事業計画

課名 № 平成１９年度実績

平成１９年度実績

今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　小児医療対策の充実

健康推進
課

1220 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・安倉・市立病
院の救急告示５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

同様に、休日７１日・夜間
１４８日の二次救急医療施
設を確保する。

休日７１日、夜間１４８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。

例年と同様に、休日（７１
日）、夜間（１４９日）の
二次救急医療施設を確保す
る。

健康推進
課

1221 障害者
（児）歯科
診療事業

歯科医院での治療が困難な障害者や障害
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
目標値現状維持

平成18年度と同様に週２回
実施。

９９回実施
延べ７０５人受診（うち１
５歳以下１５３人）

障害者（児）の歯科治療等
を一般歯科医院で行うには
まだ困難を伴う事が多いた
め必要性が高い。

平成１９年度と同様、週２
回の診療を実施する。

　　③　思春期保健対策の充実

人権男女
共同参画
課

1222 「からだの
セミナー」
の開催

子どもへの性教育の方法、思春期の子ど
も対象など、からだに関するテーマで講
座を行う。

継続 子育て中の男女を
対象に互いの性、
自分の健康などに
ついての講座開催
を継続する。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・同趣旨の事業を実施予定

女性のためのリフレッシュ
セミナー
「こころもからだもすっき
り　癒しのボディワーク～
ストレッチと美しいウォー
キング～（全４回）」（参
加者延べ６９人）

事業内容を工夫したセミ
ナーの実施ができた。

平成19年度から指定管理制
度導入（予算は指定管理料
に計上）
・女性のためのリフレッ
シュセミナー継続実施。同
趣旨の事業を実施予定。
・思春期の年齢層を対象
に、「思春期保健室（相
談）」を実施予定。

教育研究
課

1223 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。

各学校での取り組み推進の
啓発。

各学校での取り組み推進の
啓発を行った。

各学校での取り組み推進の
啓発を行い、一定の成果を
あげた。

各学校での取り組み推進の
啓発。

健康推進
課

★
1224

健全母性育
成事業

思春期の男女を対象として、思春期の問
題等の相談に応じるとともに母性保健知
識の普及を行う。
（健康推進課が主所管課として実施）

新規 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。
平成１８年度から
実施予定

小学校・中学校各１校にて
タバコや酒に関する健康教
育・健康相談を実施

２回、２２７人
小学校１校（喫煙）
中学校１校（飲酒）

平成１８年度より兵庫県宝
塚健康福祉事務所と共同実
施しており、小中学校に定
着しつつある。講師の選定
や提供するメニューの調整
が今後の課題である。

喫煙、飲酒、性教育をテー
マに、小学校１校、中学校
１校で実施。平成２０年度
より県事業が廃止され、市
単独事業となる。

学校教育
課

主所管：健康推進課 主所管：健康推進課

子ども家
庭支援セ
ンター

★ 児童ふれあ
い交流促進
事業
（再掲）

№1120の再掲 新規

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 評価及び問題点

平成２０年度事業計画

平成２０年度事業計画

平成１９年度実績方向性課名 　事業名№ 　　　事　業　内　容 平成１９年度事業計画 評価及び問題点今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　④　食育の推進

健康推進
課

1225 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 乳児期におけるよ
りよい食習慣の確
立を目指す。

現況（Ｈ１６）
年１１回２５人／回
目標値（Ｈ２１）
年１２回２５人／回

年１２回
平成１８年度と同様に実施

年１２回　２８２人 講義と調理実習により、離
乳食について具体的に学べ
る機会となり好評を得てい
る。今後も継続して実施す
る。

年１２回
平成１９年度と同様に実施

健康推進
課

1226 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２回以上実施し
ている。

継続 幼児や学童期にお
けるよりよい食習
慣の確立を目指
す。

年２回
平成１8年度と同様に実施

年２回、５５人 講義と調理実習を実施。親
子一緒に調理体験する機会
となり、好評を得ている。
今後も継続して実施する。

年４回
１２０名
市民が参加しやすいように
回数を増やし、市内４カ所
の会場で実施する。

子ども家
庭支援セ
ンター

★ 児童ふれあ
い交流促進
事業
（再掲）

№1120の再掲 新規

平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画 平成１９年度実績今後の展開の方向方向性　　　事　業　内　容課名 № 　事業名 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（３）　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実
　　①　障害児と家庭への支援の充実

療育セン
ター

1301 親子教室
（在宅障害
児療育指
導）

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、児童
の発達を助長させ、より良い親子関係を
形成する。

継続 健康推進課・療育
センター等と連携
をはかり継続して
実施する。

平成１９年度から
療育センターに所
管変更

年度当初は、８組の親子で
開始し、年間計画に基づ
き、通算３５回の教室を実
施する。また、保育専門ス
タッフを充実させる。
（平成１９年度から療育セ
ンターに所管変更）

所管が療育センターに変
更。保育スタッフに加えや
まびこ学園が保育士１名参
加。　　　参加親子組数９
組。年間３４回を福祉セン
タープレイルームで実施。

やまびこ学園の待機児も含
め、親子教室の定員増が望
まれる、又指導内容の充実
を図るためにも、療育セン
ター職員の参加をふやすこ
とも計画したいが、午前中
実施のため困難であり新た
な実施方法の検討が必要。

実施場所を療育センターに
変更。実施時間も、療育終
了後にすることで、療育セ
ンター職員の参加を増や
し、水曜と木曜の２グルー
プに増やして実施する。

健康推進
課

ラッコ教室
（再掲）

№1214の再掲 継続

健康推進
課

１歳６か月
児、３歳児
精密健康診
査（再掲）

№1215の再掲 継続

教育総務
課

1302 ことばの教
室

構音障害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、
年々増えている状況の中
で、今後、事業のありかた
については検討していく。

学校教育
課

社会教育
課

知的・情緒障害による言語障害がある子
どもたちに言語療法士等による言語機能
回復訓練を行う活動を支援する。（中央
公民館で実施）

継続 今後も引続き活動
の支援を行う。

２０組の子どもと保護者を
対象に１００回実施する。

２４組の子どもと保護者を
対象に９８回実施した。

計画どおりに実施できた。 ２１組の子どもと保護者を
対象に９７回実施する。

社会教育
課

1303 体操教室
（親子体
操）

知的障害者の機能障害の回復と機能訓練
及び社会参加を兼ねた学習機会を提供す
る。（総合体育館で実施）

継続 今後も継続して機
能訓練と学習機会
の場を提供する。

今年度から主催事業として
参加料を徴し、年間１２回
実施する。実施会場の使用
料の免除及び講師謝金の支
払いを行う。

年間１２回実施した。 計画どおりに実施できた。 平成１９年度と同様に年間
１２回実施する。

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（Ｈ１６）
　５０人

今後の展開の方向　　　事　業　内　容 方向性 平成２０年度事業計画課名 　事業名 平成１９年度実績

・発音に誤りのある幼児に
対して、相談および訓練を
行なっている。
（外来相談１５４件）
（通級児、月平均２０人前
後）

早期に訓練が受けられるた
めに、構音障害をもったま
ま小学校に入学する子ども
はかなり減少している。

評価及び問題点№ 平成１９年度事業計画

発音に誤りのある幼児は、
年々増えている状況の中
で、今後、事業のありかた
については検討していく。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　障害児と家庭への支援の充実

療育セン
ター

1304 すみれ園通
園事業

手足や体幹に障害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・
生活指導等の療育活動により、治療と日
常生活能力の養成を行う。（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。

運動機能訓練、言語訓練、
保育、生活指導などを通し
て日常生活に必要な基本的
な力を育てる。また、保護
者に対し個々に合わせた育
児支援を行う。

入所園児４月（２７名）３
月（２９名）、保育（集
団、個別、分離、交流等）
実施、訓練（理学療法、作
業療法、言語聴覚療法）実
施、給食（８段階食、アレ
ルギー対応）実施、各制度
実施（兄弟タクシ－同乗制
度、短期介助制度６５回、
長期介助通園制度４名、並
行通園制度３名、二重通園
制度１名）、外来訓練６２
３回実施。

訓練士の育休代替確保が困
難であったため、１名の職
員に４名の訓練士が対応。
障害者自立支援法が平成１
８年度１０月より実施、保
護者負担額が１９年４月に
見直し、一部世帯区分軽減
あり。障害種別廃止、施設
の統合化に向けて国の動向
の情報収集。

手足や体幹に障害のある乳幼
児を対象に、診療・機能訓
練・保育・生活指導等の療育
活動により、治療と日常生活
能力の養成を行うと共に分離
療育を充実していく。

療育セン
ター

1305 やまびこ学
園通園事業

精神発達の遅れ、情緒の不安定等に問題
がある児童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。（０歳～就学前）
定員３０名

継続 一人ひとりの子ど
もの状態に応じた
適切な療育を保障
する。

集団・個別保育・生活指導
などを通して発達の援助と
日常生活に必要な基本的な
能力を育てる。

・定員の弾力化により、定
員３名増（４月３１名５月
３２名　１０月３３名）
・グループ外来を療育終了
後に実施（４名）
・９月より月１回１日通し
ての個別指導日を設けた。

定員を３名増、外来児も増
加したため、グループ外来
の実施等の対応をしてきた
が、さらに待機児は増加し
ているため、対策の検討を
引き続き行う。

集団・個別保育・生活指導
などを通して発達の援助と
日常生活に必要な基本的な
能力を育てる。
１９年度に引き続き３名増
の３３名で対応。

療育セン
ター

1306 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
児童に対し、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。
月１回開催

医療、保健、福祉、教育の連携を強め、
早期発見、早期療育システムのさらなる
充実をめざし、医師、保健師、発達相談
員、ケースワーカー等専門職による総合
判定に基づき、発達支援のプログラムを
立てる。

継続 早期発見から早期
療育へつなぐ役割
を今後も担う。

毎月１回実施。
精神科医、整形外科医、小
児科医他発達相談員等の専
門スタッフが相談に応じ
る。

子どもの発達状態に応じた
適切な育児指導により問題
解決が図られたり、適切な
進路指導により早期療育に
つなげることができた。
来談者数３８０人、相談件
数５２１件

　早期発見から早期療育へ
つなぐ役割を果たした。
　精神科の相談が増加して
いるので、その対策とし
て、精神科相談の回数を増
やす。

毎月１回実施。
精神科医、整形外科医、小
児科医他発達相談員等の専
門スタッフが相談に応じ
る。

療育セン
ター

1307 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。

継続 教育機関との連携
を考えながら学齢
児の発達支援を行
う。

年４回実施。
精神科医が相談に応じる。

教育機関との連携を考えな
がら学齢児の発達支援を
行った。
年４回実施、来談者件数45
人

教育機関との連携を図りな
がら学齢児の支援を行う。

年４回実施。
精神科医が相談に応じる。

　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度事業計画№ 今後の展開の方向 平成２０年度事業計画課名 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　障害児と家庭への支援の充実

療育セン
ター

1308 療育セン
ター在宅児
支援事業

障害児（者）の地域生活支援を障害種別
を越えて積極的に総合的に推進し、中心
的な相談機関の役割を担う。
・在宅支援外来療育指導事業
　施設における外来相談･指導､外来訓練
・施設支援一般指導事業
　障害児のいる保育所等の職員に対して
　療育技術の指導を行う。勉強会年６回
・在宅支援訪問療育指導事業
　巡回相談、訪問健康診査
・地域生活支援事業
　コーディネーターにより地域の資源の
　利用について援助・調査、ボランティ
　アの育成を行う。

継続 障害児（者）の地
域生活支援、自立
生活支援のための
発達支援、生活支
援を行う。
また、成年後見制
度等権利擁護にか
かる相談・指導も
行う。

障害児（者）の地域生活支
援のため、訪問、外来等の
方法によりすすめる。障害
者の権利擁護のため、弁護
士等法律専門家と連携をと
り支援を行う。また、権利
擁護システムの構築につい
ての検討を行う。
県から委託を受けて実施し
ている障害児（者）地域療
育等支援事業について、４
つの事業の柱の内、地域生
活支援事業は平成１８年度
で廃止され、平成１９年度
から障害者相談支援事業へ
移行する。

・在宅支援外来療育指導事
業　５００件
・施設支援一般指導事業
１０７件
・在宅支援訪問療育指導事
業　２８０件
障害児（者）の地域生活支
援のため、関係機関が集
まってのサービス調整会議
（ケア会議）を必要に応じ
て開催し、関係機関と連携
をとりながら地域生活支援
に取り組んだ。
定期的に法律専門家（弁護
士、司法書士）と障害者の
権利擁護について会議を開
催した。

　障害児の地域生活支援の
ため、本人及びその家族に
直接指導を行ったり、障害
児に関わる職員に療育技術
の助言・指導を行い療育指
導の充実を図れた。
　また、障害児の地域生活
支援について会議を開催
し、ネットワークの構築に
も力を入れている。

　障害児の地域生活支援の
ため、訪問、外来等の方法
により進める。
　障害児の権利擁護のた
め、弁護士等法律専門家と
連携をとり支援を行う。
　また、障害児に限らず、
権利擁護システムの構築に
ついての検討を他の関係部
署（機関）と協同で行う。

障害福祉
課

1309 児童居宅介
護（ホーム
ヘルプサー
ビス）事業

日常生活を営むことに支障のある在宅の
障害児に対し、生活全般の介護・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

障害者自立支援法に基づ
き、日常生活を営むことに
支障のある在宅の障害児に
対し、引き続き適切な支援
を実施する。

身体介護
　　５７５３２．０時間
家事援助
　　２６７６９．０時間
（障害者の実績も含む）

介護者の負担の軽減になっ
ているが、今後は介護手当
との併用の不可となる。

障害者自立支援法に基づ
き、日常生活を営むことに
支障のある在宅の障害児に
対し、引き続き適切な支援
を実施する。
（者も含む）

障害福祉
課

1310 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害
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

障害者自立支援法に基づ
き、一時的に施設で保護を
受けることが必要な障害児
に対し、適切な支援を実施
する。

４事業所　　計１１０人 緊急時の利用ができること
により、介護者の負担軽減
になっている。

障害者自立支援法に基づ
き、一時的に施設で保護を
受けることが必要な障害児
に対し、適切な支援を実施
する。

健康推進
課

障害者
（児）歯科
診療事業
（再掲）

№1221の再掲 継続

保育課

障害児保育
事業（再
掲）

№2309の再掲 継続

教育支援
課

特別支援教
育推進事業
（再掲）

№3106の再掲 継続

教育支援
課

特別支援教
育推進北海
道派遣事業
（再掲）

№3107の再掲 継続

　　　事　業　内　容№ 　事業名 方向性 平成１９年度実績今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成２０年度事業計画課名 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　障害児と家庭への支援の充実

教育支援
課

特別支援教
育推進事業
（子ども支
援事業）
（再掲）

№3108の再掲 新規

教育支援
課

★ 子ども支援
サポーター
配置事業
（子ども支
援事業）
（再掲）

№3409の再掲 拡充

医療助成
課

1311 身体障害者
福祉金

市内に１年以上居住している身体障害者
手帳（１～６級）を持つ児童に支給す
る。（所得制限有）

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
５９７０人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

医療助成
課

1312 知的障害者
福祉金

市内に１年以上居住している療育手帳
（重度～軽度）を持つ児童に支給する。
（所得制限有）

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
８１２人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

医療助成
課

1313 精神障害者
福祉金

市内に１年以上居住している精神障害者
保健福祉手帳（１～３級）を持つ児童に
支給する。（所得制限有）

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
７６９人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

医療助成
課

1314 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１７年７月か
ら制度を一部改正
し、医療費の助成
を継続する。

平成１８年度実績を踏まえ
医療費の助成を継続する。

平成１９年度実績
2810人（大人を含む）

今後県行革案と市独自の助
成部分との整理・調整性が
必要となってくる

平成１９年度実績を踏まえ
医療費の助成を継続する。

子育て支
援課

1315 特別児童扶
養手当事業

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

継続 国の基準に基づき
実施

国の基準に基づき実施する。 認定者数            　386人 国の基準に基づき実施する。

障害福祉
課

1316 障害児福祉
手当支給

重度の障害のある２０歳未満の者に対し
て手当を支給する。（所得制限有り）

継続 国の基準に基づき
実施

国の支給基準に基づき、制
度の円滑な実施を図る。

対象者　          １４６人
延べ　　　 １，７４１人

件数は伸び続けており、障
害者の負担の軽減になって
いる。

国の支給基準に基づき、制
度の円滑な実施を図る。

障害福祉
課

1317 介護手当支
給

重度の障害者（児）の介護を行う者に対
して手当を支給する。（所得制限有り）

継続 県の基準に基づき
実施

県・市の支給基準に基づ
き、制度の円滑な実施を図
る。

対象者　          １７７人
延べ　　　 ２，０５１人

介護者の負担の軽減になっ
ているが、県の基準の見直
しにより、福祉サービスと
の併用の不可、所得制限の
見直し、手当の減額が予定
されている。

県・市の支給基準に基づ
き、制度の円滑な実施を図
る。（県の支給基準の見直
しがあれば合わせる）

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度実績平成１９年度事業計画今後の展開の方向課名 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　①　障害児と家庭への支援の充実

学事課

1318 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 国の制度であり、
現在の運用を維持
継続する。

引き続き、特別支援学級に
在籍している児童・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援
助する。

対象者　小学校 １１７人
　　　　中学校　２８人
　　　　　   計 １４５人

特別支援教育の普及奨励と
なった。

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

障害福祉
課

1319 障害者就労
支援事業

障害者の職域開発、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。

拡充 障害者の就労・生
活支援を一元的に
実施

障害者自立支援法に基づ
き、今後、市町村等の単位
で設立する地域自立支援協
議会と連携しながら、障害
種別を問わず、さらに就労
支援事業を展開していく。

相談件数　    ３，４８３人
相談者実数　　　 １８２人
就職者数　　　　　４２人

相談件数、相談者実数、就
職者数は飛躍的に伸びてい
る。今後は離職者の軽減に
努め、就労支援をより充実
させていく。

障害者自立支援法に基づ
き、今後、市町村等の単位
で設立する地域自立支援協
議会と連携しながら、障害
種別を問わず、さらに就労
支援事業を展開していく。

　　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援

子育て支
援課

1320 母子家庭相
談事業

家庭内における児童及び母子家庭の相談
を受ける。
母子自立相談員　　１人

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。

生活面の相談だけではな
く、自立支援等の事業で、
自立のための相談に対応す
る。

相談件数　　　　　648名 個別ケ－スの多様性と複雑
性から関連部局との連携が
重要となっている。

生活面の相談だけではな
く、自立支援プログラム策
定等も含め、自立のための
相談に対応する。

子育て支
援課

1321 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４割相当額
（上限２０万円、下限８千円）を支給す
る。　対象要件あり

新規 相談業務を通じて
受給者を決定して
いく。

広報等で周知に努め、制度
の浸透を図る。１０人の支
給を予定している。

受給者数 　　　　　 14名 制度改正により助成割合が
４割（上限２０万円）から
２割（１０万円）に変更と
なった。

広報等で周知に努め、制度
の浸透を図る。

子育て支
援課

1322 母子家庭高
等技能訓練
促進費

母子家庭の母の訓練受講中の生活の安定
を図るため、２年以上養成機関で修業す
る場合に一定期間「高等技能訓練促進
費」を支給し、生活費の負担を軽減す
る。
　支給期間：修業期間の 後の１／３の
期間（１２月を上限）
　支給額：月額103千円（生活資金貸
付月額に準拠）支給対象者、対象資格の
指定等要件あり

新規 相談業務を通じて
受給者を決定して
いく。

広報等で周知に努め、制度
の浸透を図る。３人の支給
を予定している。

対象者数　　　　　　１名 受給者数の低迷 広報等で周知に努め、制度
の浸透を図る。
高等職業訓練促進給付金へ
の名称変更及び高等職業訓
練修了支援給付金新設等制
度改正に伴う要綱の変更を
行う。

平成２０年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向方向性

方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績

№ 　事業名 　　　事　業　内　容課名 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画

評価及び問題点

評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援

子育て支
援課

1323 児童扶養手
当事業

父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、児童の母等に支給する。
（所得制限有）月額１人41,720円

継続 国の基準に基づき
実施

国の基準に基づき実施す
る。平成２０年以降に５年
以上手当を受給している方
の手当の減額が予定されて
いるが、詳細が明らかにな
れば広報等を利用して周知
に努める。

対象者数　　１，５８５名
　　　（Ｈ２０．３末現
在）

認定要件確認におけるケ－
スの多様性と実態把握の難
易性。

国の基準に基づき実施す
る。
法改正にともなう適用除外
申請受付等の円滑実施。

医療助成
課

1324 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 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１７年７月か
ら制度を一部改正
し、医療費の助成
を継続する。

平成１８年度実績を踏まえ
医療費の助成を継続する。

平成１９年度実績
３807人

今後県行革案と市独自の助
成部分との整理・調整性が
必要となってくる

平成１９年度実績を踏まえ
医療費の助成を継続する。

医療助成
課

1325 母子福祉金 ・市内に１年以上居住していること・夫
と死別又は離別していること等・１８歳
未満の子どもを扶養していること。以上
の条件を満たしている場合に支給する。
(所得制限有)

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
１６０９人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

医療助成
課

1326 父子福祉金 ・市内に１年以上居住していること・妻
と死別又は離別していること等・１８歳
未満の子どもを扶養していること。以上
の条件を満たしている場合に支給する。
(所得制限有)

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
８９人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

住宅政策
課

市営住宅管
理事業
（再掲）

№4101の再掲 継続

医療助成
課

1327 遺児福祉金 ・市内に１年以上居住していること
・両親と死別していること又はこれに準
ずる子
・１８歳未満の子
以上の条件を満たしている場合に支給す
る。(所得制限有)

継続 平成１７年度から
支給額を３０％削
減し、継続する。

平成１８年度と同様に実施
する。

平成１９年度実績
１０人

支給額削減後に廃止する条
例案が否決され、今後の市
行革との調整が必要

平成１９年度と同様に実施
する。

観光文化
課

1328 異文化間生
活相談等

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地域
案内も含めて相談に応じる。
また、日本語教室の開催、日本語個別指
導の実施

継続 ・１６年度（１２
月末現在） の相談
件数は、５１件。

より専門的な相談
内容に対応できる
よう相談員の充実
と日本語チュー
ターの指導能力の
向上を図り、継続
していく。

事業継続 生活相談６２件
日本語教授
（教室指導４６件、
　個人指導１，７８５件）

外国人や帰国した日本人が
安心して暮らせるまちづく
りに寄与している。

指定管理者による指定事業
に含め事業継続

教育研究
課

教育国際化
推進事業
（再掲）

№3113の再掲 継続

方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画　　　事　業　内　容№ 　事業名課名 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画評価及び問題点

21 ページ



　
　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　児童虐待防止対策の充実

子ども家
庭支援セ
ンター

1329 児童虐待防
止ネット
ワーク会議

子どもへの虐待は、発見と対応が難し
く、潜在化するおそれが強いことから、
医師、保健師、民生・児童委員、教諭、
保育士等関係機関による「宝塚市児童虐
待防止ネットワーク会議」を設置し、早
期発見・早期対応を図る。

継続 児童福祉法の改正
により、（仮称）
要保護児童対策協
議会に移行する。
（虐待を含む、す
べての要保護児童
を対象）

平成１８年４月移
行

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。

平成１８年４月より要保護
児童対策協議会を設置し、
児童虐待防止を中心とした
関係機関の連携と支援体制
の強化を図った。その中で
代表者会議年１回、実務者
会議年３回開催。個別ケー
ス会議は、８２回開催し
た。また、家庭児童相談室
における相談延べ回数は
7,170件であった。児童虐
待の通告は44件、ショート
ステイの利用日数は57日で
あった。

要保護児童対策協議会の設
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
た。

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。

子ども家
庭支援セ
ンター

家庭児童相
談室事業
（再掲）

№1113の再掲 継続

いきがい
福祉課

1330 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。

・心豊かな子どもを育てる
活動推進
・子どもの安全・安心の見
守り活動
・児童虐待の早期発見と通
告
・児童福祉機関とのﾈｯﾄﾜｰｸ
の推進
・児童委員と主任児童委員
の連携強化
・３歳児健診未受診児への
訪問

・子どもに関する相談・支
援件数
　　　　　　２，６４７件
・要保護児童の発見通告・
仲介件数
　　　　　　　　　２３件
・３歳児健診未受診児訪問
　　　　　　　　１０１件

児童虐待防止の取り組みで
兵庫県の運動に呼応し、１
６年１２月から児童虐待関
係の活動状況の把握も行
い、行政機関に情報提供し
ている。

① 子どもの安全・安心の見
守り活動
② 児童虐待の早期発見と通
告
③ 児童福祉機関とのネット
ワークの推進
④ 児童委員と主任児童委員
との連携強化
⑤ 3歳児健診未受診児への
訪問実施

子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭
なんでも相
談（再掲）

№1114の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

２４時間対
応電話相談
（再掲）

№1115の再掲 継続

人権男女
共同参画
課

女ごころ何
でも相談
（再掲）

№2203の再掲 継続

教育支援
課

教育相談
（再掲）

№3421の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

1331 虐待防止マ
ニュアルの
作成

関係機関の共通認識のため、平成１５年
度に作成したマニュアルを活用し、早期
発見、早期対応を図る。

継続 児童虐待防止法等
の改正に基づきマ
ニュアルの改訂を
行う。

要保護児童対策協議会の中
で引き続き検討を重ねてい
く。

法律改正、制度改正もあ
り、流動的なため未実施。

未実施のため評価なし。 要保護児童対策協議会の中
で引き続き検討を重ねてい
く。

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績方向性 今後の展開の方向№ 　事業名 　　　事　業　内　容課名 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　児童虐待防止対策の充実

子ども家
庭支援セ
ンター

1332 啓発の促進 広報たからづか、教育たからづか、人権
広報、社協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。

継続 広報紙を通じて情
報発信を継続す
る。

機会をとらえて啓発に努め
ていく。

１１月の全国児童虐待防止
推進月間にあわせて、広報
紙１１月号で啓発記事を掲
載。また、こどもプレス
「夢クルー」１０月号に里
親、里子に関する啓発記事
を掲載。

市民から通告が寄せられる
など、市民への周知、啓発
に効果があった。

機会をとらえて啓発に努め
ていく。

人権男女
共同参画
課

・啓発冊子の増刷
・基本方針啓発冊子作成委
託、印刷
・「ウィズたからづか」へ
の掲載

・基本方針啓発冊子作成委
託、印刷（5,000部）
・「ウィズたからづか」へ
の掲載（12ヶ月）

啓発冊子の増刷以外は計画
どおり実施できた。

・啓発冊子の増刷
・「ウィズたからづか」へ
の掲載

教育総務
課

引き続き「教育のページ」
の充実に努める。

延べ３２学校園の情報発信
ができた。

タイムリーで的確な記事掲
載に努める。

引き続き「教育のページ」
の充実に努める。

子ども家
庭支援セ
ンター

1333 専門的カウ
ンセリング
の推進

虐待へ的確に対応するために、専門的な
カウンセリング実施を検討する。

継続 家庭相談員の資質
の向上及び職員へ
の還元のため研修
に派遣
　

家庭相談員の資質向上のた
め、必要な研修に参加して
いく。

カウンセリングに必要な技
量修得のため、各種研修会
に参加。子ども家庭セン
ター研修４回、県社会福祉
研修所１回、阪神北県民
局、市発達講座等の各研修
に参加。

各研修に参加し、幅広い知
識、対応方法等を取得し
て、実践に対応できた。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。

家庭相談員の資質向上のた
め、必要な研修に参加して
いく。

教育支援
課

現況（Ｈ１６）
臨床心理士:１０名
今後も継続

子どもたちの心の変化や身
体に表れる兆しを早い段階
で発見し、的確に対応する
ために、担任の教諭の理解
を進める必要があるので、
研修を実施する。

臨床心理学専門の大学教授
による講座を実施。

夏季休業中に実施したた
め、参加人数が増加した。
学校現場に合った内容であ
り、アンケート集約での参
加者の声は、おおむね良
かった。

平成１９年度と同様に実
施。大学教授を招いて、教
育現場で起こる諸問題につ
いて、カウンセリングの視
点から講義していただく。

青少年セ
ンター

「子どもの
心を理解」
する講座
（再掲）

№1125の再掲 継続

人権男女
共同参画
課

子育て支援
講座の実施
（再掲）

№5203の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

1334 地域小規模
児童養護施
設運営事業

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

継続 他機関とのより一
層の連携を図る。

今後も継続的に実施してい
く。

・２４時間電話相談１３６
件
・子育て家庭ショート
　　ステイ事業　　５７日
・緊急一時保護受け入れ
　　　　　　　　　３日
・地域子育て支援事業とし
て「ウッッキータイム」を
年間９回開催
　　　　計１１６人参加

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役
立った。

今後も継続的に実施してい
く。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１９年度実績方向性 平成１９年度事業計画今後の展開の方向 平成２０年度事業計画課名 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（４）　経済的な支援

子育て支
援課

1401 児童手当の
支給

児童を養育している者に児童手当を支給
することにより、家庭における生活の安
定と、次代の社会を担う児童の健全な育
成及び資質の向上を目的とする(収入が
一定額未満)。

　支給対象　小学３年生終了まで
　支給金額　第１子　5,000円
　（月額）   第２子　5,000円
　　　　　　第３子 10,000円

※平成１８年度から
　支給対象　小学生６年生終了までに改
正
※平成１９年度から
　支給金額　３歳未満一律月額10,000
円に改正

継続 国の基準に基づき
実施。数年後には
小学校卒業まで対
象になる可能性あ
り。

・平成１８年度か
ら支給対象小学生
６年生終了までに
変更。

平成１９年度の児童手当法
の改正により、３歳未満の
児童手当が一律月額１万円
に引き上げられた。この制
度改正について周知を図
る。また、申請漏れについ
ても、対象者への通知や広
報紙での周知等により対応
していく。

受給者数　　 12,543人 国の基準に基づき実施す
る。
対象者への通知や広報紙で
の周知等により申請漏れ対
策を継続。

医療助成
課

1402 乳幼児等医
療費助成事
業

出生の日から満６歳到達後 初の３月３
１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１７年７月か
ら制度を一部改正
し、医療費の助成
を継続する。

平成１９年４月から制度を
一部改正し、対象を満９歳
到達後 初の３月３１日ま
での間の乳幼児等（１歳児
以上は所得制限有り）に対
し、医療費の助成を継続す
る。

平成１９年度実績
１６６２８人

今後県行革案をそのまま実
施するか否かについて整
理・調整が必要となってく
る

平成２０年７月から制度を
一部改正し、「外来負担な
し」の対象を満３歳未満か
ら満５歳未満へ拡充し、
「入院負担なし」の対象を
満９歳到達後 初の３月３
１日までの間から満１２歳
到達後 初の３月３１日ま
での間へ拡充し、乳幼児等
（１歳児以上は所得制限有
り）に対し、医療費の助成
を継続する。

子ども家
庭支援セ
ンター

1403 児童福祉施
設入所児等
助成金

児童福祉施設（助産施設・保育所を除
く）及び里親に措置されている児童等の
保護者に対し、入所及び通所に要した費
用の一部を助成する。
　平成１６年度：徴収金の３５％を助成

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１６年度
どおりとして据え
置き。

平成１８年１０月分以降に
ついては障害者自立支援法
に基づき、保護者の市民税
額と障害の種類により異な
る助成率ランクに基づき助
成。（但し、児童養護施設
等、措置に基づく施設は
３５％）
助成対象予定実人数９６人
助成金交付金額
　４，０９８，０００円

助成対象実人数８５人
助成金交付額
　　　　　　3,468,699円
（内訳）
・上半期７３人
　　　　　　1,632,541円
・下半期７６人
　　　　　　1,836,158円
　延べ１４９人

障害者自立支援法に基づ
き、保護者の市民税額と障
害の種類により異なる助成
率ランクに基づき助成（但
し、児童養護施設等、措置
に基づく施設は　　　３
５％）を行い、経済的負担
の軽減を図ることができ
た。今年度以降国が新たな
軽減策を出す可能性があ
り、国・県の動きや阪神間
各市の状況を見守る必要が
ある。

障害者自立支援法に基づ
き、保護者の市民税額と障
害の種類により異なる助成
率ランクに基づき助成。
（但し、児童養護施設等、
措置に基づく施設は３
５％）
助成対象予定実人数９３人
助成金交付金額
　４，０９８，０００円

学事課

1404 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。

引き続き、保護者の負担軽
減と公私間格差の是正を図
り、幼稚園教育の振興を図
る。

対象者　2149人 補助金を交付することによ
り保護者の負担軽減が図れ
た。

平成１９年度と同様、保護
者の負担軽減と公私間格差
の是正を図り、幼稚園教育
の振興を図る。

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 評価及び問題点課名 平成２０年度事業計画№ 今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

（４）　経済的な支援

学事課

1405 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。

継続 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。

引き続き、学用品費・学校
給食費等を援助することに
より、義務教育の円滑な実
施を図る。

準要保護児童生徒の新１年
生に対して支給する新入学
学用品費の振り込み時期の
見直しを検討する。
７月振込⇒４月振込

引き続き現行制度を維持す
る。

学事課

引き続き、学校保健法第17
条の規定に基づき、医療費
援助を行い、学校病の予防
及び早期治療の推進を図
る。

引き続き現行制度を維持す
る。

学事課

1406 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。

継続 制度を継続する。
額等については引
き続き検討課題と
する。

対象者を
伊丹朝鮮初級学校　32人
尼崎朝鮮中級学校　14人
と、見込み、引き続き現行
制度を維持することで、保
護者負担の軽減を図る。

対象者
伊丹朝鮮初級学校　30人
尼崎朝鮮中級学校　 8人

引き続き現行制度を維持す
ることで、保護者負担の軽
減を図った。

引き続き現行制度を維持す
る。

学事課

1407 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。

引き続き実施
(募集定員　10人)

融資あっせん者数　４人
　（融資実行者数　０人）
利子補給者数　延べ１０人

引き続き現行制度を維持す
ることで、教育の機会均等
と保護者負担の軽減を図っ
た。

引き続き現行制度を維持す
る。

学事課

1408 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。
(1) 給付
　①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
   ②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
(2) 貸付
　①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
　②学 生
　　   国公立在学生  月18,000円以内
　　   私立在学生　  月30,000円以内

継続 平成１７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
を図った。今後も
本制度を維持す
る。

(１)給付
　　　高校生　  １９5人

(２)貸付
(継続貸付者＋新規貸付者)
　　　高校生　　  59人
　　　大学生　  　３１人

(1)給付
　　①旧制度(経過措置対象
者)
        　  高校生　　２人
　　　　大学生　　３人
　　②新制度
　　　　高校生　１８０人
(2)貸付
　　　高校生　４３人
　　　大学生　２５人

引き続き現行制度を維持す
ることで、教育の機会均等
と保護者負担の軽減を図っ
た。

引き続き現行制度を維持す
る。

対象者
小学校
　準要保護　１，３１６人
　要保護　　　　１０７人

中学校
　準要保護　　　７２０人
　要保護　　　　　６８人

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画方向性 今後の展開の方向　　　事　業　内　容 評価及び問題点課名 № 　事業名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（１）　企業等への啓発の推進

　　①子育てと仕事の両立支援等、雇用環境の整備促進

商工勤労
課

2101 女性雇用に
関する講演
会の開催

事業主等を対象に女性雇用に関する法律
知識及び助成金制度についてをテーマに
開催する。

継続 今後も年１～２回
開催し、女性雇用
の促進を図る。

事業主等を対象に女性の雇
用に関するセミナーを開催
する。

平成１９年７月１７日宝塚
市雇用促進連絡協議会と共
催で「改正男女雇用機会均
等法」の説明会及び先進企
業事例セミナーを開催し
た。参加者２２名。同１１
月１６日21世紀職業財団兵
庫事務所と共催で「ポジ
ティブアクション推進セミ
ナー」を開催した。参加者
３１名

女性の雇用に関する法律等
の情報提供や啓発が実施で
きた。参加者数が増加する
よう内容を工夫する。

平成１９年度と同様に宝塚
市雇用促進連絡協議会と連
携して講演会等を開催し、
啓発を進める。

人権男女
共同参画
課

事業者に対する
「男女共同参画社
会づくりをめざす
出前講座」の継続
実施

引き続き、事業所等で「男
女共同参画社会づくりをめ
ざす出前講座」を実施す
る。

出前件数は６件
「セクシュアル・ハラスメ
ントの防止について」
（参加者１９人）
「高齢期を輝いて生きるた
めに～笑顔は 高のドレス
～」
（参加者４７人）
「アサーティブなトレーニ
ング」
（参加者８人）
「中・高齢期を輝いて生き
るために」
（参加者４０人）
「中・高齢期を輝いて生き
るために～女・男のコミュ
ニケーションをアップし、
聴き上手になるために～」
（参加者５１人）
「セクシュアル・ハラスメ
ントについて」
（参加者６０人）

実施回数が少ないので、地
域や、企業などへの働きか
け、広報の工夫が必要。

引き続き、事業所等で「男
女共同参画社会づくりをめ
ざす出前講座」を実施す
る。

商工勤労
課

2102 企業への啓
発

育児・介護休業制度について啓発を行
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。

宝塚市雇用促進連絡協議会
を通じて市内企業への啓発
を行う。

宝塚市雇用促進連絡協議会
を通じて市内企業への啓発
として、各種啓発冊子及び
チラシの配布並びに啓発事
業への参加案内を行った。

逐次改正される法律や制度
について、タイムリーな情
報提供や啓発が実施でき
た。

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。

平成１９年度実績 評価及び問題点課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成２０年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

　　①子育てと仕事の両立支援等、雇用環境の整備促進

人事課

2103 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
できるよう特定事業主として職員のニー
ズに即した次世代育成支援対策を計画的
かつ着実に推進するため行動計画を平成
１６年度までに策定し、公表を行う。

新規 計画に即して、実
施し、３年程度毎
に計画について見
直しを行ってい
く。

継続実施 「特定事業主行動計画」に
掲げる職業生活と家庭生活
の両立を支援するため、法
改正にあわせ、部分休業の
対象となる子の対象年齢の
拡大と、育児休業から復職
した際の給料の調整方法を
変更した。また、小学校就
学前の子が負傷や病気によ
り看護が必要となった場合
について、子の看護休暇を
新設した。
・育児休業取得率
　男性０％、女性１００％

職業生活と家庭生活の両立
に向け、特に仕事と育児の
両立にかかる負担軽減が図
れた。
「特定事業主行動計画」の
内容について、職員へのさ
らなる周知徹底が必要であ
る。

平成１９年度に引き続き、
職業生活と家庭生活の両立
を支援していく。

　　②　子育てバリアフリーの促進等、次世代育成支援対策の充実

商工勤労
課

★
210４

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。

新規 平成１７年度に勤
労市民センター内
に設置。当面、カ
ウンセラーは週２
回の配置とする。

相談窓口をソリオ２、７階
の宝塚市地域職業相談室内
に拠点化し、毎週月・木曜
日、専門カウンセラーを配
置し、相談及び情報提供を
行うと共に、若者の就労支
援セミナー、パソコン講座
を実施する。

ソリオ２、７Ｆ宝塚市地域
職業相談室内において若者
しごと相談を行った。相談
人数90人、延べ相談件数
193件、就労支援パソコン
講座４回開催参加人数151
人。就労支援セミナー開催
回数１４回、参加人数71人

相談業務の拠点化により、
就労を目指す相談者が増加
した。セミナー等の参加者
も徐々に増加した。さらに
周知をはかり、就労に課題
を抱える若者に来所を呼び
かける。相談に来所した
が、就労に問題がありすぐ
に就労につながらない若者
の次の活動につながる施策
の検討が必要である。

若者しごと相談を引き続き
実施する。就労に問題を抱
える若者の個別相談のため
に毎週火曜日午後相談を受
け付ける。セミナー、個別
相談を通じて職場体験実習
に参加できる対象者を誘導
し、様々な進路選択を考え
ながら継続就労につながる
よう支援していく。

青少年セ
ンター

無職少年進
路指導研究
調査委託
（再掲）

№3417の再掲 継続

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 評価及び問題点

評価及び問題点　事業名№課名

課名

　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績今後の展開の方向 平成２０年度事業計画

平成２０年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（２）　男女がともに家庭・職場に参画できる社会の促進
　　①　家事・育児への男女共同参画の促進

商工勤労
課

2201 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。

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

事業継続 宝塚市雇用促進連絡協議会
主催のセミナー（平成２０
年２月２７日実施）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
けを行い、６２事業所のう
ちから７事業所の参加が
あった。

市内の事業所・団体等の男
女共同参画社会の実現への
意識の促進に寄与した。

事業継続

健康推進
課

父親学級
（再掲）

№1202の再掲 継続

人権男女
共同参画
課

2202 家事、育児
を学習する
講座の実施

家事・育児への男女共同の参画を推進す
るため、家事を合理的に行う技術等を学
習する講座を開催する。

継続 男女共同参画社会
をめざす自主活動
助成事業、市民企
画講座等により、
市民と協働による
講座を実施する。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・継続して実施

5グループが実施
「トラブル解決力向上ワー
クショップ」
「宝塚市内男性介護の介護
実態に関するアンケート調
査」
「考えよう！暮らしの環
境」
「ベビーケアサポート」
「ＤＶ被害者女性支援者養
成講座」

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。男女共同参画
社会を目指すｸﾞﾙｰﾌﾟの自主
活動を支援する。

人権男女
共同参画
課

2203 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。

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、
ひとりひとりの生
き方支援の充実を
図る。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・継続して実施

女性の悩みに焦点を当てた
女ごころ何でも相談（面
接・電話）、ｻﾎﾟｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟｶ
ｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施。
電話相談　590件
面接相談　118件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「妻の憂うつ定年退職後の
夫との関係（全10回）」
（参加者延べ１０８人）
「老いてから“ひとりで暮
らす”ということ（全10
回）」
（参加者延べ７８人）

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。女性の悩みに
焦点を当てた女ごころ何で
も相談（面接・電話）、ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実
施。

評価及び問題点課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績今後の展開の方向方向性 平成２０年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

　　②　職業生活への男女共同参画の促進

人権男女
共同参画
課

2204 啓発資料の
作成

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

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

№2207に含む。 №2207に含む 計画どおり実施できた。 №2207に含む。

人権男女
共同参画
課

2205 意識啓発の
ため学習講
座実施

地域で実施されている子育て支援のサー
クル活動の参加者を中心に男女が共に参
加できるような形で、家庭での男女共同
参画を学習するための講座を実施する。

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。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・同趣旨の事業を実施予定

男性セミナー
「男性のためのコミュニ
ケーション力アップ～人間
関係を円滑にするコーチン
グ～（全４回）」
（参加者延べ６９人）

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。同趣旨の事業
を実施予定。

子育て支
援課

特に父親（男性）
が参加しやすい講
座等の充実を図
る。

男女が共に参画し、家庭・
地域の教育力を高める学習
機会を提供する。

父親（男性）が参加しやす
い日曜日に絵本に関する講
演会と読み聞かせの実践を
実施した。

読み聞かせの実践では参加
者の15％を父親（男性）が
占めた

家庭教育に関する学習会を
父親が参加しやすい休日な
どを利用して開催する。

　　③　男女の家庭責任と就業との両立支援の推進

人権男女
共同参画
課

2206 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。

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。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・同趣旨の事業を実施予定

資格取得セミナー
「ＦＰ技能士３級資格取得
講座（全１４回）」
（参加者延べ372人）
女性のキャリアアップセミ
ナー
「採用者側から見た女性の
再就職を成功させる６つの
ポイント（全６回）」
（参加者延べ６２）

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。同趣旨の事業
を実施予定。

人権男女
共同参画
課

2207 男女共同参
画センター
だより「エ
ル・ぽー
と」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。

継続 社会状況や市民の
ニーズに即応した
内容で、年３～４
回発行する。

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・継続して実施

男女共同参画センターだよ
り「エル・コンパス」を発
行。
創刊号「ワーク・ライフ・
バランス」（3,000部）
２号「数字で見る男女共同
参画」（2,000部）
３号「特集　ドメスティッ
ク・バイオレンス」
（2,000部）
４号「特集　性的マイノリ
ティについて」（2,000
部）

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。同趣旨の事業
を実施予定。

平成２０年度事業計画

評価及び問題点

評価及び問題点

　　　事　業　内　容

平成１９年度事業計画今後の展開の方向

課名

　事業名 方向性

№ 　事業名 平成１９年度実績方向性 今後の展開の方向

№ 　　　事　業　内　容課名

平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画

平成１９年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（３）　多様な保育サービスの充実
　　①　保育所待機児童の解消

子ども政
策課

☆★
2301

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
所を１か所誘致整
備し１５０人の定
員増を図る。

現況（Ｈ１６）
　２１か所
　定員2,130人
目標値（Ｈ２１）
　２２か所
　定員2,280人

第２ブロックの児童館併設
型保育所については、実施
設計を５月中に終え、７月
入札、８月工事着工予定。
平成２０年３月竣工、４月
開設予定。

野上２丁目の第２ブロック
の児童館併設型保育所につ
いては、法人選定後、施設
の設置・運営法人（社福）
聖隷福祉事業団により平成
２０年３月に工事着工。
(予算はＨ２０年度へ事故繰
越)
　・場所：野上２丁目地内
　・定員：９０人

運営開始後も地域に愛され
る施設となるため、地元協
議に時間を必要としたの
は、評価でもあり、問題点
でもあった。

第２ブロック児童館併設型
保育所については、平成２
０年３月着工、１０月竣
工、１１月開設予定。

保育課

子ども政
策課

2302 指定保育所
助成事業

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

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

待機児童の状況等を勘案
し、指定保育所の新規指定
について、検討を行う。

平成１９年度については、
新規指定なし。

待機児童の状況等を勘案し
取り組むには、指定保育所
の実施主体者の確保及び助
成していくための予算措置
が必要となる。

待機児童の状況等を勘案
し、指定保育所の新規指定
について、検討を行う。

保育課

既存８園で保育を実施す
る。

既存８園で保育を実施し
た。

年間延べ2,795人の児童を
受け入れ、待機児童の解消
に寄与した。

既存８園で保育を実施す
る。

子ども政
策課

2303 指定保育所
の認可保育
所移行支援
事業

良質な認可外保育施設の認可化を支援す
ることにより、保育サービスの供給増を
図る。必要に応じて運営の指導、環境改
善事業を行う。

新規 市町村保育計画を
策定する時期に検
討する。

平成１９年４月１日宝塚ひ
よこ保育園が開設した。
なお、平成１９年度につい
ては当該事業の予定なし。

平成１９年４月に宝塚ひよ
こ保育園（運営：宝塚ひよ
こ福祉会）を開設

待機児童の状況等を勘案
し、市町村保育計画を策定
する時期に検討する。

平成１９年４月１日宝塚ひ
よこ保育園が開設した。
なお、平成２０年度年度に
ついては当該事業の予定な
し。

保育課

2304 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 公私立２２園（２分園含
む）で、総定員２１９０人
に緊急枠２５１人を加え
た、総受け入れ２４４１枠
数を確保し、保育を実施す
る。

公私立２２園（２分園含
む）で、総定員２１９０人
に緊急枠２５６人を加え
た、総受け入れ２４４６枠
数を確保し、保育を実施し
た。

H19年4月時点での待機児
童数は対前年度比横這いで
あり、H20年4月は増加す
ることが見込まれるため、
さらなる受け入れ枠の拡大
が必要である。

４月から公私立２２園（２
分園含む）で、総定員２１
９０人に緊急枠２４６人を
加えた、総受け入れ２４３
６枠数を確保し、保育を実
施する。
また、平成２０年度中に９
０名定員の保育園（野上）
を１園開設し、受け入れ枠
の拡大を図る。

評価及び問題点平成１９年度事業計画　事業名 方向性 今後の展開の方向　　　事　業　内　容№課名 平成２０年度事業計画平成１９年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

　　①　保育所待機児童の解消

保育課

2304
－２

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。

継続 前年度と同様に助成を行う
が、国の補助制度が変更し
たもの、国の補助金が次世
代交付金へ移行したものに
ついては、積算根拠の精査
を行う。

平成１８年度と同様に助成
を行った。

公私立保育所間の格差の是
正並びに延長保育等の特別
保育事業に要する経費を助
成することにより、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し
た。

・平成20年度民間移管保育
園について、新たに子育て
支援事業に対する助成を行
う。

子ども政
策課

2318 認定こども
園施設整備
事業

西谷幼稚園に保育所機能を付加し、幼稚
園型認定こども園を整備

新規 地域からの保育所
整備の強い要望を
受け、若い世代の
定住化促進や地域
全体の活性化

－ － － 西谷幼稚園に０歳から5歳ま
での長時間保育を実施する
ための施設整備を行い、園
児を募集、平成２１年４月
開設に向け事業を実施

　　②　保育内容の充実

保育課

2305 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 めふ保育所の屋根防水、内
部改修を行う。その他、必
要に応じて市立保育所の施
設修繕を行う。

実績なし 予定なし

子ども政
策課

2306 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 市立保育所に続き
平成１７年度に私
立保育園全園で制
度の確立を予定。

苦情解決責任者等の連絡会
開催、第三者委員による施
設(現場)見学や研修会を検討
する。

○宝塚市福祉サービス苦情
解決制度
・受付件数：０件
・部内連絡会：１回
・兵庫県福祉ｻｰﾋﾞｽ運営適正
委員会、兵庫県社会福祉協
議会主催「第三者委員研修
会」参加
（第三者委員２名）

・関係施設職員による良質
なサービスの提供により平
成１９年度は苦情（相談）
受付なし。

苦情解決責任者等の連絡会
開催、第三者委員による施
設(現場)見学や研修会を検討
する。また、苦情解決ｾﾐﾅｰ
等への参加を促す。

保育課

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

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

苦情を受けたことによる現
場職員の精神的なケアのあ
り方について検討が必要。

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

保育課

2307 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。

新規 平成１７年度に市
立保育所１箇所で
試行的に実施す
る。

山本南保育所で第三者サー
ビス評価を受審する。

山本南保育所で第三者サー
ビス評価を受審した。

保育内容について、第三者
の手によって客観的に検証
することができた。

市立保育所１カ所で第三者
サービス評価を受審する。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

　　③　特別保育の充実

保育課

2308 乳児保育事
業

保育に欠ける乳児を保育所に入所させ、
設備及び職員配置等適切な保育を行う。
全保育所（公立９か所、私立１２か所
（分園含む））で実施

継続 新設保育園を含め
全園で実施する。

公私立保育所で、０歳児定
員１９０人に緊急枠４４人
を加え総入所受け入れ２３
４枠を確保し、保育を実施
する。

公私立保育所で、０歳児定
員１９０人に緊急枠４７人
を加え総入所受け入れ２３
７枠を確保し、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。

公私立保育所で、０歳児定
員１９０人に緊急枠４１人
を加え総入所受け入れ２３
１枠を確保し、保育を実施
する。

保育課

2309 障害児保育
事業

障害児を受け入れ統合保育を実施する。
　公私立保育所全園で実施（分園は除
く）

継続 新設保育園を含め
全園（分園は除
く）で実施する。

平成１９年度は市立（９
園）私立（１０園）で４５
人の枠を確保し、うち市立
全園で２６人、私立１０園
で１７人の障害児を受け入
れ、統合保育を実施する。

平成１９年度は市立（９
園）私立（１１園）で４５
人の枠を確保し、うち市立
全園で２６人、私立８園で
１７人の障害児を受け入
れ、統合保育を実施するこ
とにより当該児童の成長を
促進し、さらに他の児童と
の相互理解を深めた。

当該児童が 善の保育を受
けられるよう他の機関との
連携を深めていく。
また、担当保育士の資質向
上のため研修の充実を図
る。

平成２０年度は市立（８
園）私立（１２園）で４５
人の枠を確保し、うち市立
全園で２３人、私立１１園
で２１人の障害児を受け入
れ、統合保育を実施する。

保育課

★
2310

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。

市立４園、新設の私立保育
園も含め私立全園（１１
園）で保育を実施する。

市立４園、新設の私立保育
園も含め私立全園（１１
園）で保育を実施した。

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４園、私立全園（１２
園）で保育を実施する。
また、平成２０年度中に新
規開設する保育園において
も実施する。

保育課

☆★
2311

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１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１９人の
定員増を図る。

現況（Ｈ１６）
　２１か所
　定員355人
目標値（Ｈ２１）
　２２か所
　定員374人

市立９園、新設の私立保育
園も含め１３園（分園含
む）の公私立全園で実施す
る。

市立９園、新設の私立保育
園も含め１３園（分園含
む）の公私立全園で実施し
た。

保護者の就労形態の多様
化、通勤時間の増加等に伴
う保育時間の延長に対する
需要に対応した。

市立８園、私立保育園１４
園（分園含む）の公私立全
園で実施する。また、平成
２０年度中に新規開設保育
園においても実施する。
このうち、平成２０年度民
間移管保育園を含め２カ所
において２０時までの延長
保育を実施する。

保育課

2312 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。

前年度同様に、新設私立園
も含め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
等勘案し事業メニューを選
択して実施する。

新設私立園も含め公私立全
園で世代間交流や異年齢交
流等、各保育所において、
地域の特性等勘案し事業メ
ニューを選択して実施し
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。

新設私立園も含め公私立全
園で世代間交流や異年齢交
流等、各保育所において、
地域の特性等勘案し事業メ
ニューを選択して実施す
る。

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績今後の展開の方向　　　事　業　内　容　事業名 方向性課名 № 評価及び問題点 平成２０年度事業計画
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２　子育てと仕事の両立支援

　　③　特別保育の充実

保育課

☆
2313

一時保育事
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６か所
で実施。今後拡充を図る。

拡充 保育所１か所整備
により２２人の定
員増を図る。

現況（Ｈ１６）
　６か所・130人
目標値（Ｈ２１）
　７か所・152人

平成１９年度新設園を含
め、私立７園で一時保育を
実施する。

平成１９年度新設園を含
め、私立７園で一時保育を
実施した。

・保護者のニーズが多く、
受入児童数の増員が必要で
ある。
・実施保育園が地域的に偏
在している。

前年度実施の私立７園に加
えて、民間移管保育園及び
新規開設保育園において新
たに実施する。

保育課

☆★
2314

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（Ｈ１６）
　１か所
　定員２人
目標値（Ｈ２１）
　２か所
　定員４人

前年度と同様に左岸にあ
る、あいわ診療所で実施。

前年度と同様に左岸にあ
る、あいわ診療所で実施。

・あいわ診療所について利
用率向上を図る必要があ
る。
・右岸地区については、引
き続き関係機関との協議を
続ける。

前年度と同様に左岸にあ
る、病後児保育室ひまわり
ルームで実施。

保育課

☆★
2315

休日保育事
業

市内２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 右岸・左岸で１か
所ずつ実施

現況（Ｈ１６）
　－
目標値（Ｈ２１）
　２か所
　定員１２人

平成１９年度新設園の宝塚
ひよこ保育園で実施する。

実績なし 国制度に基づいて実施する
場合、複数の保育士及び調
理員を配置する必要がある
が、これに対して国の補助
が十分でないため、市の助
成が多額となる可能性があ
る。

課題整理、利用見込み調査
を実施する。

保育課

保育所地域
子育て支援
事業
（再掲）

№1101の再掲 継続

学校教育
課

★ 幼稚園預か
り保育
（再掲）

№3202の再掲 新規

市立病院

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置
（再掲）

№3109の再掲 継続

学事課

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置
（再掲）

№3109の再掲 継続

教育支援
課

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置
（再掲）

№3109の再掲 継続

平成１９年度実績 平成２０年度事業計画評価及び問題点課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画
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　　④　ファミリーサポートセンター事業の充実

子ども家
庭支援セ
ンター

☆
2316

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
　
　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（Ｈ１６）
　１か所
目標値（Ｈ２１）
　１か所

平成１８年度と同様に提供
会員の確保に努めながら事
業を実施する。

《会員数》
依頼会員：　　８１１人
提供会員：　　２４７人
両方会員：　　３２０人
計　　　：１，３７８人
《活動数》
延べ回数：５，８３４回
延べ時間：８，８８４：１
０
《その他》
講習会：７回（延べ７５
人）
交流会：３回（延べ５７
人）

　提供会員獲得に向けて新
しいチラシを作成配布。講
習会を企画・実施し、提供
会員の登録に繋げることが
出来た。また、働く保護者
への援助だけでなく、保護
者の病気やリフレッシュの
ためにも利用される等、依
頼会員の多様なニーズに合
わせた援助活動が展開され
ている。
　近年、地域での相互援助
意識が薄れ、会員間で意識
の乖離がみられる。

平成１９年度と同様に提供
会員の確保に努めながら事
業を実施する。

商工勤労
課

2317 高年齢者活
用子育て支
援事業

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。

新規 シルバー人材セン
ター事業を支援す
るために引き続き
支援する。

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。

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

高齢者の就労と生き甲斐支
援により、地域の子育て支
援を行うことができた。

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

シルバー
人材セン
ター（商
工勤労課
）

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（Ｈ１６）
　サービス会員数
　　　　　１０名
　サービス件数
　　　　　　４件
目標値（Ｈ２１）
　サービス会員数
　　　　　４０名
　サービス件数
　　　　　４０件

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。

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３９名、
サービス件数２２件

高齢者の就労と生き甲斐支
援により、地域の子育て支
援を行うことができた。

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。
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（４）　放課後児童対策の充実

青少年課

☆
2401

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、家庭機能の補完を兼ねた生活指導
を行い、その健全な育成を図るため、市
内全小学校（２４校）に設置している。

拡充 待機児童を解消す
るため、４０人の
定員増を図る。

現況（Ｈ１６）
　２４か所
　定員1,460人
目標値（Ｈ２１）
　２４か所
　定員1,500人

入所児童数の増加による待
機児童解消に向け、待機が
あり定員４０名（１教室）
の育成会については小学校
と調整し８０名（２教室）
の確保に努力するととも
に、地域団体や保護者が行
う自主保育事業への補助、
及び宝塚市ひょうご放課後
プランにおける放課後子ど
も教室事業との連携を推進
する。また、児童の安全対
策に伴う保育時間の延長に
ついては年度内に延長保育
を試行しその方向を決定し
ていく。

平成１９年度は末広小学
校、すみれガ丘小学校の定
員を増し、４０名から８０
名とした。また、平成２０
年度から午後６時３０分ま
での時間延長を行うことを
決定した。

待機児童の解消。 平成２０年度から、午後６
時３０分まで保育時間を延
長し実施する。

青少年課

2402 地域児童育
成会待機児
童助成事業

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、夏休みの期間中に保護
者等が自主保育事業を実施することに対
し、保護者が負担する一定の保育料を除
き、その運営費を補助する。

新規 地域児童育成会入
所児童が増加し続
ける中で、現在の
施設規模では待機
解消は困難で、暫
定的な対応として
実施する。
Ｈ１７年度から実
施

待機児童が多い長尾地区に
おいて学童保育NPO法人
「長尾すぎの子クラブ」が
設立され、同地区の待機児
童を対象とした学童保育事
業が行われることとなり、
市はこの事業に対して一定
の補助をする。また、長尾
南小、丸橋小、長尾台小及
び長尾小の東部地区と、宝
塚小、宝塚第一小育成会な
どの西部地区においても待
機児童があり、複数の場所
において実施が予定されて
いる夏休み自主保育事業に
対して助成する。

長尾地区の待機児童を対象
として、NPO法人「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。ま
た、夏休み期間中の待機児
童対策として、３箇所（宝
塚第一小、丸橋小、長尾台
小）で、保護者会が行う自
主保育事業の経費の一部に
対して助成を行った。

民間（ＮＰＯ法人）による
学童保育への支援について
は、待機児童対策として有
効なものである。

引き続き、民間（ＮＰＯ法
人）による学童保育、保護
者会が行う自主保育事業に
対し助成を行う。

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（子育て
支援課）

★ 地域子ども
教室（子ど
もの居場所
づくり推進
事業）
（再掲）

№5106の再掲 新規

　　　事　業　内　容 方向性課名 № 　事業名 平成２０年度事業計画評価及び問題点今後の展開の方向 平成１９年度実績平成１９年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

（１）　学校教育の充実
　　①　確かな学力の向上　②　豊かな心の育成　③　健やかな体の育成

学校教育
課

3101 ＴＡＫＡＲ
Ａっ子・わ
くわくス
クール事業

「みんなの先生」等、地域の教育力を生
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
材を生かした「み
んなの先生」制度
を充実させる。
現況（Ｈ１６）
　１校園あたり
　 平均24.7人
目標値（Ｈ２１）
   １校園あたり
    ４０人以上

「みんなの先生」等、地域
の教育力を生かして地域に
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さらに
推進する。具体的には、昨
年度を下回らない授業数の
実施を計画している。

これまでの取組により「み
んなの先生」制度が充実し
たものとなり、地域の教育
力の掘り起こしを更に進め
ることができた。「みんな
の先生」として地域の人材
を教育活動に幅広く活用し
たり、専門性の高い郷土出
身者を「ふるさとの先輩」
として招聘したりするな
ど、学校・家庭・地域社会
が一体となって開かれた信
頼される学校園づくり、活
気あふれる学校園づくりを
めざした結果、目標値に迫
る成果をおさめた。
     １校園あたり
　　平均32.4人

開かれた信頼される学校園
づくり、躍動感あふれる学
校園づくり、子どもたちに
自ら学び、自ら考える力を
育成する特色ある教育、魅
力ある学校園づくりを推進
するため、平成２０年度か
らは、事業名を「ＴＡＫＡ
ＲＡっ子いきいきスクール
推進事業」として、他の事
業と合体した新事業を実施
する。

開かれた信頼される学校園
づくり、躍動感あふれる学
校園づくり、子どもたちに
自ら学び、自ら考える力を
育成する特色ある教育、魅
力ある学校園づくりを推進
するため、平成２０年度か
らは、事業名を「ＴＡＫＡ
ＲＡっ子いきいきスクール
推進事業」として、他の事
業と合体した新事業を実施
する。

学校教育
課

3102 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を中心に取り組む。

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。
現況（Ｈ１６）
生徒数1577人
参加者数1561人
参加率99％
目標値（Ｈ２１）
　１00％

引き続き継続する。
参加予定者1646名

市内中学２年生が取り組
み、５月２１日から３週間
実施した。中学校・特別支
援学校の全１３学校で実
施。
　生徒数　１，６４５人
　参加数　１，６２９人
　参加率　　　９９％
　目標値　　１００％

知育に偏りがちな教育を是
正するとともに、地域に学
び、共に生きる心や、感謝
の心を育み、自立を高める
など、人の心の痛みがわか
り、たくましく豊かな人間
性と社会生を備え、自ら学
び、判断し行動できる生徒
を育てることができるもの
の、教育課程上の位置づけ
が明確でない。
県の行革により補助金が２
／３から１／２に減額と
なった。

引き続き継続する。
参加予定者1654名

学校教育
課

3103 「のびのび
パスポー
ト」の作成

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

継続 引き続き、充実し
継続していきた
い。

引き続き継続する。 小学生用　16,000冊
中学生用　  7,000冊を印
刷し
小・中学校へ配布した。

新たに関学初等部に配布。
仕分け作業を業者がしなく
なったため、仕分けを市教
委がすることになった。

引き続き実施

学校教育
課

3104 自然学校・
転地学習

小学５年生、中学１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。

継続 学校教育活動の中
から、自然学校・
転地学習で指導す
ることでより効果
が上がる活動を充
実させる。

引き続き継続する。 事業計画に同じ ５年生の人数が年々増えて
いる反面、予算が削減され
ていることにより、これま
での内容での実施が難し
い。

引き続き実施

学校教育
課

3105 教育姉妹校
提携

松江市との学校間交流。交流学校は２年
で交代。
H1６・１７年度
高司小←→松江市中央小
宝塚第一中←→松江市立第三中

継続 児童生徒の教育分
野における人的交
流として市内全小
学校が一巡するま
で、現在の形で引
き続き実施予定。

今年度も安倉小学校と松江
市立大野小学校、高司中学
校と松江市立第四中学校と
が、引き続き相互に連携を
図り、学校間の友好を深め
る目的で実施していく。

引き続き今年度も安倉小学
校と松江市立大野小学校、
高司中学校と松江市立第四
中学校とが、相互に連携を
図り、学校間の友好を深め
ることができた。

予算内で実のある交流を計
画、実施している。学校と
の密なる連携、松江市との
相互理解が必要とされてい
る。

今年度は、宝塚小学校と長
尾中学校が松江市の公立小
学校、中学校と交流を実施
し、相互に連携を図り、学
校間の有効を深める目的で
実施していく。

平成２０年度事業計画今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 評価及び問題点方向性 平成１９年度実績課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容

36 ページ



　
　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　①　確かな学力の向上　②　豊かな心の育成　③　健やかな体の育成

教育支援
課

3106 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。
法改正により平成１９年
４月１日から「障害」→
「特別支援」に名称変更

引き続き継続する。法改正
により４月１日から「障
害」→「特別支援」に名称
変更

なかよし運動会６/１６
ふれあい作品展1/30～
2/6　 さよなら コンサート
２/20

自然とのふれあいや集団活
動を通して交流を深め、社
会性等を養えた。参加人数
の増加に対する安全性の確
保が課題。

なかよし運動会　６／１４
ふれあい作品展１/２９～
2/4  さよならコンサート実
施予定

教育支援
課

3107 特別支援教
育推進北海
道派遣事業

特別支援学級及び特別支援学校の中学３
年生を北海道へ派遣し、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、内容
の充実を図り継続
する。
法改正により平成１９年
４月１日から「障害」→
「特別支援」に名称変更

８月１９日～２４日実施予
定。２５名の生徒が参加予
定。法改正により４月１日
から「障害」「養護」→
「特別支援」に名称変更

８月１９日～２４日実施。
２3名の生徒が参加した。
貴重な体験をして、安全に
帰ってくることができた。

事業実施後一人で入浴でき
るようになるなど、自立に
向けての自信となった。
参加人数の増加による予算
対応をどうするか。

８月２０日（水）～２４日
（日）に実施予定。本年度
から、４泊５日とする。参
加者負担金を徴収する。

教育支援
課

3108 特別支援教
育推進事業
（子ども支
援事業）

特殊教育から特別支援教育への転換にあ
たり、支援の必要な児童生徒はその対象
がこれまでの養護学校及び障害児学級在
籍の児童生徒から普通学級に在籍する軽
度発達障害のある児童生徒にも広がるこ
とになる。これに対応するための施策の
うち、人的支援と巡回相談による支援を
行う。

新規 支援の必要な児童
生徒に適切な支援
を行う。

現況（Ｈ１６）
　－
(人的支援)
目標値（Ｈ２１）
　５０ 人
(巡回相談)
目標値（Ｈ２１）
　６０回

巡回相談及び学習支援員
「支援ボランティア」導入
を進める。巡回相談につい
ては、目標値５０回。人的
支援については、対象範囲
を拡大し、児童生徒の教育
的ニーズに応じる。

巡回相談５４回
支援ボランティア５２人
(登録７１人）
ニーズに応えられた。

個別支援を要する児童生徒
が増加し巡回相談・人的支
援のニーズは高い。巡回相
談においては専門性を有す
る相談員等の確保が課題。
支援ボランティアにおいて
は、学習支援員の質の向上
を目指す。

巡回相談及び支援ボラン
ティアを継続する。巡回相
談は目標値６０回。

学事課

3109 宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置

継続 学校教育法に基づ
く院内学級であり
継続する。

対象となる児童生徒が現れ
た場合は、早急に学級を開
設する。

１人 県教育委員会及び市立病院
とも連携を図り、早期に院
内学級の開設が出来た。

対象となる児童生徒が現れ
た場合は、早急に学級を開
設する。

教育支援
課

対象となる児童生徒が現れ
た場合は、早急に学級を開
設する。

１人 対象となる児童生徒が現れ
た場合は、早急に学級を開
設する。

市立病院

対象となる児童生徒が現れ
た場合は、早急に学級を開
設する。

１人 対象となる児童生徒があれ
ば、迅速に学級を開設する

学校教育
課

3110 小学校行事
振興

・小・養護学校合同音楽会
・児童作品展
・小・養護学校運動競技大会
・小学校体力テスト
・小学校各種競技大会への参加補助
を実施する。

継続 学校生活の充実と
発展に資する発表
の場等として、体
験的な活動を充実
させる。

・小・特別支援学校合同音
楽会
・児童作品展
・小・特別支援学校運動競
技大会
・小学校体力テスト
・小学校各種競技大会への
参加補助を実施する。法改
正により４月１日から「養
護学校」→「特別支援学
校」に名称変更

・11月に２日間6ｽﾃｰｼﾞで
合同音楽会実施
・児童作品展の実施
・小・養護学校運動競技大
会を4ﾌﾞﾛｯｸで交流
・小学校体力テストを抽出
校6校で実施
・小学校各種競技大会への
参加補助(ﾊﾞｽ運行、看護
員）

・小学校、特別支援学校の
児童が一堂に会し、練習し
てきた成果を発表しあった
り、共に競い合ったりした
ことは大変有意義なことで
あった。しかし、運動競技
会は全校実施に至らなかっ
たことが問題点として残っ
ている。

・11月に3日間7ｽﾃｰｼﾞで合
同音楽会実施
・児童作品展の実施
・小・養護学校運動競技大
会を4ﾌﾞﾛｯｸで交流
・小学校体力テストを抽出
校6校で実施
・小学校各種競技大会への
参加補助(ﾊﾞｽ運行、看護
員）

平成２０年度事業計画

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。

方向性 今後の展開の方向 平成１９年度実績平成１９年度事業計画 評価及び問題点　　　事　業　内　容課名 № 　事業名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　①　確かな学力の向上　②　豊かな心の育成　③　健やかな体の育成

学校教育
課

3111 中学校行事
振興

・県中学校総合文化祭
・中学校合同音楽祭
・美術展・理科作品発表会
・中学駅伝
・中学校連合陸上競技大会
を実施する。

継続 学校生活の充実と
発展に資する発表
の場等として、体
験的な活動を充実
させる。

引き続き
・県中学校総合文化祭
・中学校合同音楽祭
・美術展・理科作品発表会
・中学駅伝
・中学校連合陸上競技大会
を実施する。

・県中学校総合文化祭
・中学校合同音楽祭
・美術展・理科作品発表会
・中学駅伝
・中学校連合陸上競技大会

・中学校の生徒が一堂に会
し、練習してきた成果を発
表しあったり、共に競い
合ったりしたことは大変有
意義であった。

・県中学校総合文化祭
・中学校合同音楽祭
・美術展・理科作品発表会
・中学駅伝
・中学校連合陸上競技大会

学校教育
課

3112 クラブ活動
振興

・中学校吹奏楽フレッシュコンサート
・課外活動参加補助
・クラブ活動施設使用料助成
・課外活動指導委託
・クラブ活動指導力向上
・中学校部活動外部指導者活用事業
・課外活動の記録作成等
を実施する。

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、児童生
徒の部活動・課外
活動等を充実させ
る。

・中学校吹奏楽フレッシュ
コンサート
・課外活動参加補助
・ｸﾗﾌﾞ活動施設使用料助成
・課外活動指導委託
・クラブ活動指導力向上
・中学校部活動外部指導者
活用事業
・部活動支援事業
を実施する。

・中学校吹奏楽フレッシュ
コンサート
・課外活動参加補助
・ｸﾗﾌﾞ活動施設使用料助成
・課外活動指導委託
・クラブ活動指導力向上
・中学校部活動外部指導者
活用事業
・部活動支援事業
を実施した。

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。

・中学校吹奏楽フレッシュ
コンサート
・課外活動参加補助
・ｸﾗﾌﾞ活動施設使用料助成
・課外活動指導委託
・クラブ活動指導力向上
・中学校部活動外部指導者
活用事業
・部活動支援事業
を実施する。

教育研究
課

3113 教育国際化
推進事業

・帰国児童の会（帰国児童を月２回指
導）
・外国人生徒日本語教室
・外国語対応指導員巡回事業
を実施する。

継続 効果的な事業展開
を行うため、３事
業の一本化を検討
する

帰国児童の会につ
いては平成19年度
で廃止。

帰国児童の会は、廃止も含
めて見直しが必要である。
（理由）：英語圏からの帰
国児童への排斥・いじめ問
題対策から始まった事業で
あるが、現在は、そのよう
な事態は解消されていると
見られる。また、保護者か
らは英会話学校的な働きを
期待される状況や、放課後
に通所する際の安全面を考
慮すると、児童・生徒の登
校時に学校内でその指導を
受けられる「日本語の不自
由な児童・生徒サポータ派
遣事業」で対応していくこ
とが適切であると考える。
H19.5.18現在参加児童1名

ＡＬＴの指導の元、英語圏
の言語・文化保持的な活動
を行う。

英語圏からの帰国児童への
排斥・いじめ問題対策から
始まった事業であるが、現
在はそのような事態は解消
されていると見られる。ま
た、保護者からは英会話学
校的な働きを期待される状
況や、放課後に通所する際
の安全面を考慮すると、児
童・生徒の登校時に学校内
でその指導を受けられる
「日本語の不自由な児童・
生徒サポーター派遣事業」
で対応していくことが適切
であると考える。

帰国児童の会については廃
止。

青少年課

3114 少年音楽隊
育成

市内９小学校、市立全中学校に宝塚市少
年音楽隊を設置し育成を図る。

継続 市内９小学校、市
立全中学校に設
置。バトン隊を含
め、音楽を通した
情操教育による音
楽文化の底辺拡大
と発展に寄与して
いく。

中学校隊は、平成
１９年度で廃止

市内小中学校の少年音楽隊
（バトン隊）の継続した育
成に努め、平素の練習の成
果を発表会などの活動（発
表）の場を提供していく。

小学校隊・中学校隊、バト
ン隊の各活動については、
年１回の発表会のほかは、
各学校の音楽隊としては、
地域での活動が中心となっ
ている。

評価としては、子ども達に
学校での音楽学習では体験
できない多様な音楽活動を
させることが可能になり、
本市の音楽人口の底辺拡大
に役立つのみならず、市民
生活に潤いをもたらしてい
る。

「宝塚市都市経営改革行動
計画に基づく財政健全化に
向けての取り組み」におけ
る事務事業見直しに基づ
き、事業費の３０%を削減
する。中学校隊の廃止に伴
う発表会の中止、中学校隊
の楽器に係る維持経費の半
減、小学校隊・バトン隊の
経費の削減、楽器購入費を
削減し実施していく。

方向性 今後の展開の方向課名 № 平成２０年度事業計画平成１９年度実績 評価及び問題点　事業名 　　　事　業　内　容 平成１９年度事業計画
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３　教育環境の整備

　　①　確かな学力の向上　②　豊かな心の育成　③　健やかな体の育成

学校教育
課

3115 生徒指導の
強化充実

・勤務時間外の生徒指導活動経費を補助
する。
・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。

定期的に生徒指導連絡協議
会を開催し情報交換及び課
題の共有化を図っていく。

定期的に生徒指導連絡協議
会を開催し情報交換及び課
題の共有化を図った。

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
を図った。

引き続き今年度も定期的に
生徒指導連絡協議会を開催
し情報交換及び課題の共有
化を図っていく。

青少年セ
ンター

社会福祉
協議会
（いきが
い福祉
課）

3116 宝塚市福祉
教育推進事
業

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

継続 現況（Ｈ１６）
　小学校　２３校
　中学校　１１校
　高校　　　３校
　養護学校　１校
目標値（Ｈ２１）
　全校で実施

・指定校38校目標(自由活
動35校990,000、選択活
動5校250,000）
・毎年の事例をまとめて、
事例集を作成し配布
・学校内にとどまらず、地
域住民・団体と連携した活
動をめざす。

・指定校３４校（自由活動
２９校８６５,０００、選択
活動５校２３,０００）
・福祉教育担当者会作成の
事例集を各校へ配布
・当事者、地域住民との出
会いや学習の場づくりを継
続して行った。

・未申請が続いていた学校
が申請された。（１校）
・施設への継続した訪問活
動を定例化している学校が
出てきた。（３校）
・学校と地域がつながるよ
うな連携した活動が少な
い。
・毎年の活動が学校毎に蓄
積され、各校の福祉教育に
活かされるための工夫が必
要。

・自由活動と選択活動の間
にステップ活動をつくり選
択活動への移行を促進す
る。
・指定校３６校目標
　自由20,000円×21校
　ｽﾃｯﾌﾟ35,000円×10校
　選択50,000円×5校
・担当者会と連携し事例集
の作成、配布

環境政策
課

3118 小学校にお
ける環境学
習支援事業

小学生を対象とした、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。

新規 平成１９年度に試
行後、平成２０年
度から実施

－ － － 市内の小学校２校で実施予
定

　　④　信頼される学校づくり

学校教育
課

3117 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
に意見を求めるため、市立全幼・小・
中・養護学校に、学校評議員を置く。

拡充 平成17年度より、
市立全学校園にお
いて実施してい
る。

目標値（Ｈ２１）
市立全学校校園
　幼稚園　12園
　小学校　24校
　中学校　12校
　養護学校  1校

全市立幼・小・中・特別支
援学校で実施する。法改正
により４月１日から「養護
学校」→「特別支援学校」
に名称変更

平成１７年度より市立全学
校園において実施してい
る。

学校園運営に関して校園長
が地域住民等に意見を求め
るため評議員制度のさらな
る充実を図る。

全市立幼・小・中・特別支
援学校で実施する。

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向

今後の展開の方向

平成１９年度事業計画

方向性 平成１９年度事業計画課名

平成１９年度実績

平成１９年度実績 平成２０年度事業計画

平成２０年度事業計画

評価及び問題点

評価及び問題点

　　　事　業　内　容　事業名№
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（２）　幼児教育の充実

保育課

3201 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
要性を感じ、毎年
少しずつではある
が、計画的に交流
を進めている。

前年度と同様に、実践を通
じて交流を図り、相互理解
を深めていく。また、幼・
小との連携を深め就学前の
取り組み等実態から学ぶ機
会とする。

前年度と同様に、実践を通
じて交流を図り、相互理解
を深めた。また、幼・小と
の連携を深め就学前の取り
組み等実態から学ぶ機会を
設けた。

園により交流の回数、内容
に違いがあるが、近隣幼稚
園・小学校と交流を図るこ
とにより、相互理解を深め
ることができた。

前年度と同様に、実践を通
じて交流を図り、相互理解
を深めていく。また、幼・
小との連携を深め就学前の
取り組み等実態から学ぶ機
会とする。

学校教育
課

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。

今年度も幼稚園研修や研究
部会の中に積極的に位置づ
け、取り組む。また先進的
に実施している幼・保・小
の取り組みの実態に学びな
がら，その成果が広がるよ
うに支援する。

連携についての必要性を認
識し、１9年度は、研究部
会の中でも積極的に研修す
る機会を設け、交流を進め
ていけるように取り組ん
だ。

幼・保・小の連携を通し
て相互理解ができつつあ
る。ただ偏りがあるの
で、今後も全市的に広め
ていけるようにする。

今年度も幼稚園研修や研究
部会の中に積極的に位置づ
け、取り組む。また先進的
に実施している幼・保・小
の取り組みの実態に学びな
がら，その成果が広がるよ
うに支援する。

学校教育
課

★
3202

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。

継続 現在、検討委員会
で実施について検
討中である。
平成１８年度、モ
デル園１園にて実
施予定計画。

需要者数調査を目的に今年
度の１０月実施に向けて、
準備を進めていく。

公立幼稚園の預かり保育に
ついては、２０年度から弁
当日の保育時間延長・保育
日を増やす・小学校低学年
の参観日における預かり保
育を実施する方向で検討。

公立幼稚園に在籍する全保
護者に対しての子育て支援
の方法として位置づけられ
た。

公立幼稚園では、弁当日の
保育時間延長・保育日を増
やす・小学校低学年の参観
日における預かり保育を実
施する。

（３）　男女平等教育の推進

人権男女
共同参画
課

3301 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。

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。

・引き続き、中高生と乳幼
児ふれあい事業を講座を活
用して実施。
また、子育てボランティア
の地域の子育て支援事業の
場での活躍を図る。

・男女共同参画推進ｾﾐﾅｰ「あ
なたの暮らしと男女共同参画
(全5回)」(参加者延べ134人)
・ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄﾘｰﾀﾞｰ養成ｾﾐﾅｰ「宝
塚の街を掘り起こせ！あなた
のﾘｰﾀﾞｰ力UPｾﾐﾅｰ(全10回)」
(参加者延べ179人)　・女性ｾ
ﾐﾅｰ「DVｾﾐﾅｰ～私たちは目を
そらさないﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ･ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ
への気づき～(全5回)」(参加者
延べ84人)　・親子育ちｾﾐﾅｰ
「新一年生のためのCAPﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ」(参加者数　子ども19
人、大人30人)「夏休み宿題応
援ｾﾐﾅｰ　自分だけのお面づく
り」(参加者数22人)　・市民
講師ﾃﾞﾋﾞｭｰ支援ｾﾐﾅｰ「つくっ
てみよう！ｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞなﾏｲｺｽﾒ
～安全でじぶんにやさしいｽｷﾝ
ｹｱ化粧品づくり～(全3回)」(参
加者延べ39人)　・｢ｽﾀｰ･ﾍﾟｱﾚ
ﾝﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ(全5回)」(参加者
延べ154人)　・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ各種
講座　・人件費

計画どおり実施できた。 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）
・継続実施。同趣旨の事業
を実施予定。

平成１９年度実績 評価及び問題点平成１９年度事業計画

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績

課名 № 　事業名

評価及び問題点 平成２０年度事業計画

平成２０年度事業計画

課名 № 　事業名

　　　事　業　内　容

　　　事　業　内　容

方向性 今後の展開の方向

今後の展開の方向方向性
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（３）　男女平等教育の推進

人権教育
課

3302 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１７～１８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。

改訂版を製本し教職員へ配
布し活用を図る。

改訂版を製本し、教職員へ
配布し活用を図った。

各学校でさらに活用するよ
うに取り組む必要がある。
また、常に新しい内容を取
り入れるための検討をする
必要がある。

改訂版の内容を見直し、次
回改訂へ向けて検討してい
く。

保育課

前年度に引き続き実施。
（一人一人の子どもの人権
を大切にする保育をすすめ
る。また、職員の気づきや
思いを把握し、研修テーマ
に取り込み、保育所全職員
を対象に人権研修を実施し
ていく。）

各保育所において、職員間
で男女差なく活動できる保
育内容について、環境や教
材の検討、見直しを行っ
た。

検討や見直しをするなか
で、意識をしながら保育を
行うことができた。

前年度に引き続き実施。
（一人一人の子どもの人権
を大切にする保育をすすめ
る。また、職員の気づきや
思いを把握し、研修テーマ
に取り込み、保育所全職員
を対象に人権研修を実施し
ていく。）

教育研究
課

3303 教材・資料
の収集と活
用、教育内
容の充実

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

継続 教育図書や視聴覚
教材等の充実に努
め、各学校園にお
ける研究支援を行
う。

教育図書を購入し研究支援
を行う。

教育図書を購入し、研究支
援を行った。

男女平等教育に適した教
材・教具・資料の収集・提
供を行い、教材解釈を深め
る等、教材研究を推進がで
きた。

教育図書を購入し、研究支
援を行う。

人権教育
課

教育研究
課

3304 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。
（教育研究課が主所管課）

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。

各学校での取組の推進を啓
発。

各校の授業に位置づけて実
施した。

各校の授業に位置づけて実
施し一定の成果を得た。

各校の授業に位置づけて実
施する。

人権教育
課

子育て支
援課

家庭教育講
座の実施
（再掲）

№5202の再掲 継続

中央公民
館

家庭教育講
座の実施
（再掲）

№5202の再掲 継続

方向性 今後の展開の方向 平成１９年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１９年度実績 評価及び問題点 平成２０年度事業計画
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（４）　子どもの人権擁護の推進
　　①　子ども参加型のまちづくりの推進

環境政策
課

3401 宝塚こども
環境会議

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。

継続 同左 １２月実施予定
市内小学校から２～３校
参加予定

環境関係団体に委託し、１
２月１日実施。市内の小学
校２校が環境活動発表と
「こども環境会議２００
７」に参加した。

日頃取り組んでいる環境活
動の発表機会を設け、活動
を市民に周知することによ
り、環境学習意欲の向上が
期待できる。

１２月実施予定
市内小学校から２～３校
参加予定

学校教育
課

子ども政
策課

3402 子ども議会 子どもたち（小・中・高校生）に本市の
行政に対する意見を聞き、行政に反映さ
せる。

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

「児童の権利に関する条
約」および「子ども条例」
の趣旨を踏まえ、青少年が
意見を表明する機会を確保
するために子ども議会を継
続して実施。実施方法につ
いては、限られた人数での
参加のため、他の児童・生
徒への還元等に配慮しなが
ら、内容について今後のま
ちづくりに活かしていく。

平成１９年８月２３日に第
８回子ども議会を開催し、
小学生の部２６名、中・高
性の部20名の子ども議員の
参加があった。開催形式に
ついては、子ども議員の意
見を聞いて、従来どおり本
会議形式とした。

子ども議員からの質問項目
の重複等の整理及び、子ど
もにわかりやすい答弁の工
夫。

「児童の権利に関する条
約」および「子ども条例」
の趣旨を踏まえ、青少年が
意見を表明する機会を確保
するために子ども議会を継
続して実施。実施方法につ
いては、小・中・高校生合
同実施方式に改め、また、
新たに子ども傍聴として、
より多くの子どもの参加を
促していく。（平成２０年
度から子ども政策課に所管
変更）

子ども政
策課

3422 次世代育成
支援行動計
画推進
フォーラム
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。

新規 平成１８年度新規 平成１９年度も引き続き
「ミニたからづか」を実施
委託先、場所、開催時期は
未定。

名称：あとむっこカーニバ
ル　第２回ミニたからづか
時期：平成１９年１２月１
５・１６日
場所：フレミラ宝塚
参加者数：延べ１２００人
委託先：宝塚市社会福祉協
議会
大人実行委員、中・高校生
で組織する「ミニづかス
タッフ」及び大学生が企画
の段階から一緒に、また、
小学生による「子どもリー
ダー」が店長として当日の
運営に従事した。

・子どもスタッフについて
は、１回目は核となる中・高
校生や子どもリーダーになる
小学生の確保に苦慮したが、
今回は、昨年の経験者等から
の応募もあり多くの子ども達
が積極的に関わってくれた。
事業については、子ども達が
楽しそうに、また、日に日に
成長する姿を目の当たりに見
ることができ、保護者やボラ
ンティアからも継続して欲し
いとの声がたくさん寄せられ
好評であった。
・急遽、サンビオラからフレ
ミラ宝塚への場所変更があっ
たことや１２月の開催で準備
期間が短く子ども達も含めて
負担が大きかったので、時期
等の検討をする必要がある。
・子どもを核にすることで
土・日曜日等の会議開催や準
備等により人件費等経費が受
託者に負担がかかった。会議
のあり方や参加費の徴収等も
検討する必要がある。

平成１９年度と同様に、
「あとむっこカーニバル
第３回ミニたからづか」を
実施する。
・委託先：宝塚市社会福祉
協議会
・開催時期：平成２１年３
月２７・２８日
・場所：宝塚市立総合福祉
センター
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　①　子ども参加型のまちづくりの推進

子ども政
策課

3423 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。

新規 平成１９年度から
実施

庁内関係課で「キッズペー
ジ検討会」を設置し、掲載
内容や方途を検討する。
ホームページ作成業務は委
託する。

平成２０年３月より子ども
向けホームページ「たから
づかＫＩＤＳ（キッズ）」
を掲載。宝塚市のまち、歴
史、観光、子どもの施設等
の情報提供を行った。

今後、さらなる情報の充実
に努める。

定期的にコンテンツの追
加、更新を実施し、子ども
たちが見たくなるページを
目指し掲載する情報の充実
を図る。

環境政策
課

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

環境学習ホームページ作成･
アップ

平成２０年３月より掲載。
地球温暖化・宝塚の自然・
ごみ、リサイクル等の内容
で構成。

初年度であるため、一般的
な環境問題を中心に情報提
供を行った。

市での取り組みや、市内の
子どもたちの環境活動など
身近なものを紹介し内容の
充実を図る。

　　②　子どもの権利擁護の確立

学校教育
課

3403 児童の権利
に関する条
約の学習

・学校教育での取り組み
・社会教育部門の各種講座での取り組み
・男女共同参画センターでの各種講座で
の取り組み
・教員、市職員や民生・児童委員等に対
する研修
・冊子の発行
等を行う。

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。
現況（Ｈ１６）
　 4794人
目標値（Ｈ２１）
　 4794人

引き続き継続する。 庁内印刷によりリーフレッ
トを作成し、中学１年生に
配布した。

子どもの権利条約について
のリーフレットを中学１年
生に配布し、啓発を図っ
た。

子どもの権利条約について
のリーフレットを中学１年
生に配布し、啓発を図る。

子育て支
援課

・子育てグループ
や関係団体を中心
に子どもの人格・
人権に関する学習
機会の提供を図
る。

ファミリースクール・家庭
教育学級での人権学習機会
を活用する。

ファミリースクール・家庭
教育学級における人権学習
の機会を活用して実施し
た。

人権学習を行っているが、
児童の権利に関する学習と
は限っていない。学習内容
については、実施団体の判
断としている。

ファミリースクール・家庭
教育学級での人権学習機会
を活用する。

社会教育
課

ＰＴＡやその他の社会教育
関係団体が行う人権学習の
機会を活用する。

No.5208に含む No.5208に含む No.5208に含む

人権男女
共同参画
課

・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。

№3301､№5203に含む。 №3301
№5203
に含む

計画どおり実施できた。 №3301
№5203
に含む
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　②　子どもの権利擁護の確立

子ども家
庭支援セ
ンター

3404 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、家庭で
ひろいあげ、広報紙や情報誌等を利用し
て広く伝える。

継続 ・きらきら通信等
情報誌に掲載

引き続き、子育て情報誌等
で、さらに、子どもの思い
を代弁していく情報の掲載
に努める。

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

親子の実態からニーズに即
した内容を掲載することが
できた。

引き続き、子育て情報誌等
で、さらに、子どもの思い
を代弁していく情報の掲載
に努める。

人権文化
センター

・広報紙及び主催
事業において情報
を発信する。

センター便り発行(年４回)
①くらんど人権文化ｾﾝﾀｰ
　　16,000部
②まいたに人権文化ｾﾝﾀｰ
　　12,800部
③ひらい人権文化ｾﾝﾀｰ
　7,200部 計36,000部

センターだより発行（年４
回）
①くらんど人権文化セン
ター　１６，０００部
②まいたに人権文化セン
ター１２，８００部
③ひらい人権文化センター
７，２００部
計３６，０００部

センターたよりの発行と宅
配で情報を発信した。この
センターだよりの発行につ
いては、人権に関するわか
りやすい内容や写真を利用
しレイアウトなど、読みや
すい記事作成を行った。記
事の作成にあたっては、定
型化防止を図る必要があ
る。

継続実施
①くらんど人権文化セン
ター　　１６，０００部
②まいたに人権文化セン
ター　１２，８００部
③ひらい人権文化センター
７，２００部計３６０００
部

保育課

前年度と同様に継続実施
（保育場面では子どもが権
利の主体者であることを確
認しながら、「一人一人を
大切にする保育」の実践を
行うとともに、保護者や地
域の大人にも啓発してい
く。）

・保育所だより(各保育所毎
月)
・クラス便り
・解放文化祭での掲示
などを通じて、子どもの姿
や心を伝えた。

一人一人の子どもの人権を
尊重していけるように、子
どもの姿や心を伝えていく
機会を多くもつことができ
た。

引き続き、
・保育所だより(各保育所毎
月)
・クラス便り
・解放文化祭での掲示
などを通じて、子どもの思
いをくみ取る機会を設けて
いく。

学校教育
課

・広報紙を通じて
幼稚園からの情報
の発信を継続す
る。幼稚園におい
ては、未就園児の
保護者から相談が
あれば悩みを聞い
ている。

引き続き，広報たからづか
の「教育のページ」を通じ
て幼稚園からの情報の発信
を継続する。さらに幼稚園
においては、未就園児の保
護者から相談を随時受け付
けていく。

各幼稚園の特色ある取組や
子どもの様子を広報たから
づかの「教育のページ」を
通じて発信することができ
た。

各幼稚園の特色ある取組や
子どもの様子を広報たから
づかの「教育のページ」を
通じて発信することがで
き、各幼稚園のＰＲにつな
がった。

引き続き，広報たからづか
の「教育のページ」を通じ
て幼稚園からの情報の発信
を継続する。さらに幼稚園
においては、未就園児の保
護者から相談を随時受け付
けていく
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　②　子どもの権利擁護の確立

子ども家
庭支援セ
ンター

3405 関係職員の
意識啓発

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

継続 ･子育て支援者研修
の実施。(年１回)

引き続き、各関係機関の子
育て支援担当者の意識啓発
及びスキルアップに繋がる
研修に努める。

本年度は、臨床心理士によ
る「今までの子育て支援～
これから求められる子育て
支援」のテーマで２回実
施。
また、こどもの城事業の
「すくすくスキンシップ」
で実技研修を実施。

多数の関係機関から参加し
ているので、同じ子育て支
援担当者のつながりができ
た。

引き続き、各関係機関の子
育て支援担当者の意識啓発
及びスキルアップに繋がる
研修に努める。

保育課

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。

前年度と同様に継続実施
（人権保育推進、職員の意
識啓発を図るために、研修
の充実に努める。）

市立保育所を３ブロックに
分けて、ブロック毎に保育
所全職員を対象に研修を実
施した。
(各ブロック2回×3ブロッ
ク)

自己の振り返り、気づきが
感じられ、人権感覚の高揚
を図ることができた。研修
内容がより深め実践に繋げ
る還元方法を検討する。

前年度と同様に継続実施
（人権保育推進、職員の意
識啓発を図るために、研修
の充実に努める。）

学校教育
課

･関係啓発資料の提
供を行う中で、各
学校園への啓発指
導を行う。また、
現職研修会の中
で、他の研修課題
と調整の上実施し
ていく。

定期的に生徒指導連絡協議
会を開催し情報交換及び課
題の共有化を図っていく。

現職研修会の中で、子ども
理解を中心とした研修会を
実施し、教職員への啓発を
行った。

現職研修会の中で、子ども
理解を中心とした研修会を
実施し、教職員への啓発を
行った。

引き続き、定期的に生徒指
導連絡協議会を開催し情報
交換及び課題の共有化を
図っていく。

子ども政
策課

3406 権利擁護の
ための研究

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

継続 関係各課で継続し
て検討していく。

引き続き子どもの権利擁護
のあり方を検討していく。

子どもの権利の視点を盛り
込んだ子ども条例のパンフ
レットを作成（予算は№
6003に含む）し、学校を
通じて子どもたちや関係機
関に配布した。

子どもの権利について、関
係機関に周知をした。

引き続き、子どもの権利擁
護のあり方を検討してい
く。

人権教育
課

学校教育
課
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　③　いじめ・不登校などへの対応

教育支援
課

3407 訪問指導員
の活動、訪
問ボラン
ティア「Pal
ふれんど」
派遣
（教育相談
事業）

訪問指導員が長欠児童生徒を訪問指導す
る。また児童生徒と年齢の近いPalふれ
んどが、家庭訪問する。

継続 現況（Ｈ１６）
訪問指導員：４名
Palふれんど登録
　　者数：５５名
訪問家庭数：３６
今後も継続

訪問指導員４名
Palふれんど登録者数３９名

訪問指導員４名
訪問回数３５１回
Palふれんど登録者数３６名
訪問家庭数２２

訪問した70％の子どもが、
進学や適応教室通級、学校
登校増加など社会復帰につ
ながった。男性のPalふれん
どが確保されず、訪問の
ニーズに追いつけなかっ
た。

平成１９年度と同様に実
施。不登校児童生徒の家庭
と学校をつないだり、引き
こもっている子どものため
の支援をしていく。

教育支援
課

3408 適応指導教
室運営
（教育相談
事業）

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 現況（Ｈ１６）
指導主事：１名
訪問指導員：４名
臨床心理士：１名
指導員：２名
Palふれんど:１１名
入級生：39名
（２/1現在）
今後も継続

学校に行きたくても行けな
い子どものための支援をし
ていく。

入級児童・生徒数42名
学校復帰２０名
高校進学２２名

ほぼ毎日登校できるように
なった子どもも含め、49％
の子どもが行事に参加する
など何らかの形で学校に登
校できた。中学３年生の
96％が高校進学など進路決
定できた。

平成１９年度と同様に実
施。学校に行きたくても行
けない子どものための支援
をしていく。

教育支援
課

★
3409

子ども支援
サポーター
配置事業
（子ども支
援事業）

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。

拡充 現況（Ｈ１６）
心理相談員：５名
別室登校指導員：
　　　　　　３名

今後（Ｈ１７）
心理相談員：８名
別室登校指導員：
　　　　　　４名
　以降は未定

心理相談員９名、別室登校
指導員４名、計１３名を小
中学校に配置する。さら
に、コーチングサポーター
を中学校に配置する。

心理相談員９名、別室登校
指導員４名、計１３名を小
中学校に配置した。３人の
生徒を対象にコーチングサ
ポーターを中学校に配置し
た。

一斉指導に馴染みにくく、
不適応を起こしがちな児童
生徒が、豊かな学校生活を
送ることがおおむねでき
た。

拡充して継続実施。心理相
談員１４名、別室登校指導
員５人、計１５人を小中学
校に配置。心理相談員につ
いては４月から全小学校週
あたり１日配置を追加。

青少年セ
ンター

3410 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（Ｈ１７）
夜間特別補導は夏
期４回・冬期は１
回実施。
一般補導は可能な
範囲で毎日実施。
目標値（Ｈ２１）
関係機関や関係団
体等と連携を図り
ながら実施。

昨年度並みに実施予定。巡
回場所の細かな見直しを図
る。

夜間特別街頭補導は夏期４
回・冬期１回実施。一般補
導は可能な範囲で毎日実
施。他、近隣市（川西市・
伊丹市）との合同補導を実
施。

夏期・冬期は子ども達の長
期休業中に実施するので有
効である。近隣市との合同
補導は、互いの情報交換も
図ることができ、補導活動
の参考になる。

昨年度並に実施予定。夜間
特別街頭補導は、夏期４
回・冬期１回で実施。ま
た、近隣市との合同補導も
同様に実施。巡回場所の細
かな見直しを図る。

　　　事　業　内　容課名 № 　事業名 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画 評価及び問題点方向性 今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　③　いじめ・不登校などへの対応

青少年セ
ンター

3411 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（Ｈ１６）
　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。
「わかば」を毎月
１回発行

目標値（Ｈ２１）
　市内５か所に横
断幕、８０か所に
懸垂幕設置。
「わかば」を毎月
１回発行

昨年度並みに実施予定。 市内公共施設、学校等の協
力を得て、啓発旗、立て看
板、懸垂幕で青少年を非行
から守る啓発を展開した。
また、会議等あらゆる機会
を通じて情報を配信した
り、青少年センター機関誌
「わかば」（月刊）、活動
記録冊子「あゆみ」（年
間）を発行して、時宜に
叶った啓発を行った。

学校や関係機関の協力を得
て、啓発活動を行えた。各
会議の場において情報や対
策について伝えることは有
効であるので、今後も続け
ていく。

昨年度同様に実施。懸垂
幕、懸垂旗、機関誌、活動
記録での啓発。会議の場で
の啓発に努める。

青少年セ
ンター

3412 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）。

継続 現況（Ｈ１６）
　毎月１回実施
目標値（Ｈ２１）
　毎月１回実施
個別ケースの充実

年間１２回の定例ケース会
議を実施すると共に、必要
に応じて個別のケース会議
を迅速に実施し対応を協議
する。引き続きスクール
ソーシャルワーカーが入り
助言する。

年間１２回の定例ケース会
議を実施すると共に、必要
に応じて個別のケース会議
を迅速に実施し対応を協議
する。引き続きスクール
ソーシャルワーカーが入り
助言した。

関係課・関係機関とで情報
交換をし連携を密にするこ
とで、緊急の事案について
早期に対応することができ
た。

年間１２回の定例ケース会
議を実施すると共に、必要
に応じて個別のケース会議
を迅速に実施し対応を協議
する。引き続きスクール
ソーシャルワーカーが入り
助言する。

青少年セ
ンター

3413 各種非行防
止研修会、
連絡会の開
催

学校、ＰＴＡ、警察、補導員からなる非
行防止研修会や市内小・中学校生徒指導
連絡会中・高連絡会、学校・児童相談所
連絡会、学校・家庭裁判所連絡会、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。

昨年度並みに実施予定。 学校・ＰＴＡ・補導委員等
が出席する青少年育成関係
者交流会を年３回、学校・
警察・補導委員・各都市開
発会社が出席するアピア・
ソリオ・サンビオラ青少年
対策会議を年２回開催。

青少年に関わる多方面の関
係者が情報交換を図り、青
少年の非行防止・健全育成
に役立てることができた。

学校・ＰＴＡ・補導委員等
が出席する青少年育成関係
者交流会を年３回、学校・
警察・補導委員・各都市開
発会社が出席するアピア・
ソリオ・サンビオラ青少年
対策会議を年２回開催する
予定。

青少年セ
ンター

3414 来所相談 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 年平均約１００件
の面接相談を実施

学校園との連携も図りなが
ら昨年度並みに実施予定。

１２０件の面接相談を実
施。

学校との連携を図りなが
ら、効果的な相談を実施で
きた。

学校園との連携を図りなが
ら昨年度並に実施予定。

青少年セ
ンター

3415 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 年平均約２００件
の電話相談を実施

昨年度並みに実施予定。 ４８０件の面接相談を実
施。リピーターも多い。

子ども専用電話を設けてい
るが、フリーダイヤルにす
るとよりかけてきやすい。

昨年度並に実施予定。

青少年セ
ンター

3416 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 昨年度並みに実施予定。 個別指導の場所提供とし
て、指導主事もかかわり支
援を実施。

学校との連携を図りなが
ら、支援ができた。

昨年度並に実施予定。

評価及び問題点今後の展開の方向 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画　事業名課名 № 　　　事　業　内　容 方向性
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

３　教育環境の整備

　　③　いじめ・不登校などへの対応

青少年セ
ンター

3417 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（Ｈ１６）
　年４回の連絡協
議会を実施。
　訪問による追跡
調査　　３９校
　郵送による追跡
調査　１４０校

目標値（Ｈ２１）
　その年度の実態
に応じて追跡調査
を行う。

昨年度並みに実施予定。今
年度の重点課題をあげての
取り組みも実施予定。

追指導連絡協議会を年４
回、追指導研修会を年１回
開催。市立中学校卒業生の
全進学先に対して郵送によ
る追跡調査を年２回、一部
は訪問による追跡調査を年
１回行う。郵送による追跡
調査は１４３校に実施。学
校訪問は５5校について実
施。

中途退学者数が減らない。
横ばい状態にある。高校と
の連携がとれている。

昨年度並に実施予定。今年
度の重点課題をあげての取
り組みも実施予定。

学校教育
課

3418 「いじめ問
題の解決に
向けて」の
参考資料策
定の検討

いじめをなくすために、「いじめ問題の
解決に向けて」の参考資料の策定を検討
する。

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。

引き続き、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。

「教職員のためのいじめ問
題対策マニュアル」を新採
用教職員に配布した。

「教職員のためのいじめ問
題対策マニュアル」を新採
用教職員に配布した。

引き続き、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。

教育支援
課

★
3419

スクールカ
ウンセラー
配置事業
（子ども支
援事業）

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。
平成１７年度までに全中学校にスクール
カウンセラーを配置

拡充 全中学校にスクー
ルカウンセラーを
配置する。

現況（Ｈ１６）
　１０校
目標値（Ｈ２１）
　１２校

引き続き実施する。 全１２中学校、２小学校に
スクールカウンセラーを配
置した。

身近に相談できるので、活
用件数が増加してい

継続実施。配置小学校を３
校に増加する。

教育支援
課

3420 教諭への研
修実施
（教育相談
事業）

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

継続 現況（Ｈ１６）
　学校カウンセリ
ング講座3回（内2
回は現職研修会と
兼ねる）。
　今後も継続。
　確かな子ども理
解に向けて現職研
修会やカウンセリ
ング講座等の研修
を実施する。

子どもたちの心の変化や身
体に表れる兆しを早い段階
で発見し、的確に対応する
ために、担任の教諭の理解
を進める必要があるので、
研修を実施する。

臨床心理学専門の大学教授
による講座を実施。

夏季休業中に実施したた
め、参加人数が増加した。
学校現場に合った内容であ
り、アンケート集約での参
加者の声は、おおむね良
かった。

平成１９年度と同様に実
施。大学教授を招いて、教
育現場で起こる諸問題につ
いて、カウンセリングの視
点から講義していただく。

教育研究
課

現職研修会で２講座を実施
する予定

現職研修会で１講座を実
施。

現職研修会を実施し、教諭
への啓発に成果をあげた。

現職研修会で１講座を実施
予定。

学校教育
課

教育支援
課

3421 教育相談 子どもの教育の諸問題（発達適応等）に
ついて、本人や保護者の相談等に応じ、
また、継続的なカウンセリング等の治療
指導で問題の解決を図るとともに、家庭
教育機能の向上に寄与する。

継続 現況（Ｈ１６）
指導主事　：３名
非常勤嘱託：７名
その他相談員：
　 延べ１０名/W
相談件数（2/1現
在：面接２７５件
､電話９２件）
　今後も継続

・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。
・幼稚園巡回カウンセリン
グ事業においては、地域に
根ざした教育相談が定着出
来るように取り組む。

・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
の相談に応じた。面接件数
37１件。面接回数3200
回。
・幼稚園巡回カウンセリン
グ事業においては、地域に
根ざした教育相談が定着出
来るように取り組んだ。

不登校等、主訴が解決して
子ども自身や保護者が楽に
なったというケースが増え
ている。面接件数が増えて
いるため、新規相談申し込
み者の希望に添った面接時
刻が設定しにくい。

・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。
・幼稚園巡回カウンセリン
グ事業においては、さら
に、地域に根ざした教育相
談が定着出来るように取り
組む。

評価及び問題点 平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画 平成１９年度実績課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

（１）　子育てを支援する生活環境の整備
　　①　子育て世代が住まいやすい住宅・住環境づくり

住宅政策
課

4101 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－２戸
７．０倍（平均）
秋とも設定の予定

母子世帯等優先住宅
　春　２戸
　秋　２戸
　応募倍率（平均）7.5倍
子育て世帯向住宅
　秋　４戸
　応募倍率（平均）4.5倍

常に一定数の応募がある。 空家募集においては、可能
なかぎり､母子世帯等優先住
宅及び子育て世帯向住宅を
設定していく。

　　②　子育てバリアフリー環境の整備

いきがい
福祉課

4102 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。

兵庫県福祉のまちづくり条
例に基づき、特定施設建築
等届出の際、事業者に理解
と協力を求め指導・要請を
行い、乳幼児を連れて安心
して外出できるまちづくり
に取り組む。

特定施設等建築届を４０件
完了届　１３件
を受理
適合証　５件交付

兵庫県福祉のまちづくり条
例に基づき、特定施設建築
等届の提出を受け、高齢
者、障害者、幼児等あらゆ
る人が、使いやすく住みや
すいまちになるよう、指導
をおこない、５件の施設に
適合証を交付した。

今後も継続して事業を行
う。

いきがい
福祉課

4104 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。

いきがい
福祉課

4105 まちのバリ
アフリー化
の推進

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 高齢者や障害者等
全ての人が社会参
加できるよう、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。

平成１９年度事業計画

平成１９年度事業計画

課名

今後の展開の方向課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度実績今後の展開の方向

平成１９年度実績

平成２０年度事業計画

平成２０年度事業計画

評価及び問題点

評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　②　子育てバリアフリー環境の整備

管財用地
課

4103 財産管理事
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、授乳室の設置に
ついて検討する。

拡充 授乳室の設置場所
等について検討す
る。

平成１７年度設置
済み　事業廃止

－ － － －

道路政策
課

4106 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

拡充 鉄道駅舎エレベー
ター等の設置
現況（Ｈ１６末）
整備済１０駅（阪
急９駅・ＪＲ１
駅）
　Ｈ１７阪急清荒
神駅のスロープ化
　
超低床ノンステッ
プバスの導入
現況（Ｈ１６末）
  阪急バス44.8%
  阪急田園バス
42.9%

鉄道駅舎ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等
の設置に係る助成
は、平成17年度で
目標達成
超低床ノンステッ
プバスの導入Ｈ19
末
  阪急バス  51.7%
  阪急田園バス
85.7%

超低床ノンステップバス購
入補助　　大型１台

超低床ノンステップバス購
入補助　　大型１台

鉄道駅舎エレベーター等の
設置
現況（Ｈ１９末)
 整備済１０駅（阪急９駅･
JR１駅）

超低床ノンステップバスの
導入
現況（Ｈ19末）
  阪急バス  51.7%
  阪急田園バス　85.7%

超低床ノンステップバスの
更新を図る。

超低床ノンステップバス購
入補助　　大型１台

平成１９年度実績 評価及び問題点 平成２０年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１９年度事業計画方向性 今後の展開の方向
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　③　安全な道路交通環境の整備

道路建設
課

4107 まちのバリ
アフリー化
の推進

交通バリアフリー法等に基づき、公共交
通施設、道路等のバリアフリー化を推進
する。

拡充 ＪＲ宝塚駅周辺の
整備は協議継続中

菜切橋測量設計業務委託
の早期完成を図る。

菜切橋歩道拡幅工事施行

菜切橋測量設計業務委託
　歩道詳細設計等

H20年度工事施行に資する
設計業務完了。
問題点特になし。

菜切橋歩道拡幅工事施行

道路政策
課

建物等補償 建物等補償 平成２２年度春完成予定の
ＪＲ宝塚駅橋上化事業に併
せ、駅周辺のバリアフリー
化を図る。

用地買収・建物等補償
エレベーター設置（１基）
自由通路工事

道路保全
課

継続 ・昨年度に引き続き、歩道
改良（単価契約）工事を中
心にして、南部市街地の歩
道の段差解消を促進する。

・南部市街地の歩道改良工
事（約７００ｍ）を実施し
た。

・歩道改良の施工費が高く
（改良に伴う影響範囲の復
旧費等）、事業の飛躍的な
進捗が図れない。

・昨年度に引き続き、歩道
改良（単価契約）工事を中
心にして、南部市街地の歩
道の段差解消を促進する。

平成１９年度事業計画　　　事　業　内　容課名 　事業名№ 方向性 平成２０年度事業計画今後の展開の方向 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

（２）　子どもの安心・安全の確保
　　①　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

交通安全
課

4201 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。

継続 市内全校と委託契
約締結を目指す。
現況（Ｈ１６）
　２２校と契約
目標値（Ｈ２１）
　２４校（全校）
　　　　と契約

市内公立小学校全２４校と
委託契約締結をした。
２４校　１７７箇所

市内公立小学校全２４校と
無償委託契約締結をした。
２４校　１７９箇所（当初
は２４校１７７箇所）
交通安全旗と腕章を貸与し
た。

登校時をはじめ児童の通学
時の交通安全に寄与でき
た。
委託先のＰＴＡ役員の状況
により各校の委託箇所数に
差違がある。

市内公立小学校全２４校と
無償委託契約締結する。
危険箇所の把握と改善を図
る。

交通安全
課

4202 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 ３０％アップのク
ラブの成立を促進
する。
現況（Ｈ１６）
　１２クラブ
目標値（Ｈ２１）
　１５クラブ

交通安全･防犯教室の開催。
新規クラブの立ち上げ
活動休止クラブの復活
会員数の増加

経費は啓発用具、教材等の
概算

会員数＝年度当初地域４ク
ラブ、幼稚園３クラブ、児
童館２クラブ、親３２３
人・子３２３人
活動＝交通安全・防犯教室
の開催
合同事業→開講式、クリス
マス会、修了式（修了者44
人）
各クラブ単位→安全教室
運営委員会開催
交通安全市民カーニバル参
画

経費は啓発用具、教材等の
概算

各教室、行事を通じて親子
の交通安全意識が高まり、
またクラブ会員による啓発
により交通安全に寄与でき
た。

活動休止クラブの復活新規
クラブの立ち上げが実現で
きなかった。

交通安全･防犯教室の開催。
新規クラブの立ち上げ
活動休止クラブの復活
会員数の増加

経費は啓発用具、教材等の
概算

交通安全
課

4203 交通安全
キャラバン

市内の幼稚園を巡回し、母と子の交通安
全教室を実施する。

継続 ３０％アップの実
施回数の達成を目
指す。
現況（Ｈ１６）
　２７回
目標値（Ｈ２１）
　３５回

交通安全･防犯教室の開催。

経費は啓発用具、教材等の
概算

開催回数20回　約2000人
参加

幼児期からの交通安全意識
の高揚と交通事故防止に寄
与できた。

交通安全･防犯教室の開催。

経費は啓発用具、教材等の
概算

交通安全
課

4204 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 ３０％アップの実
施回数の達成を目
指す。
現況（Ｈ１６）
　３４回
目標値（Ｈ２１）
　４４回

地域における自転車教室の
開催等
経費は啓発用具、教材等の
概算

開催回数24回　約2000人
参加

地域内の交通事故防止に寄
与できた。

地域における交通教室の開
催等
経費は啓発用具、教材等の
概算

交通安全
課

4215 自転車教室
及び自転車
競技大会

増加している自転車が関係する交通事故
防止と改正道路交通法の周知のため、小
学校、地域を対象に自転車教室を開催。
また、春に市内小学生を対象とした自転
車競技大会（筆記・実技）を開催し、優
勝チームが県大会に出場している。

新規 平成１８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

市内小学校・地域における
自転車教室の開催
　講話・自転車点検・実技

市内小学生自転車競技大会
開催　筆記・実技・成績発
表→　　　　優勝チームは
県大会出場

自転車教室５９回開催
１９３１人参加

小学生自転車競技大会
　5月19日　末広体育館
　17ﾁｰﾑ89人参加
　優勝の仁川小ﾁｰﾑは県大会
でも優勝し全国大会に出場
した

自転車の交通ルールとマ
ナー向上と交通事故防止に
寄与した。

学校・地域における自転車
教室の開催等

自転車競技大会での成績向
上

経費は啓発用具、教材等の
概算（大会引率費用除く）

平成１９年度事業計画課名 　　　事　業　内　容№ 　事業名 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

防災防犯
課

4205 宝塚防犯協
会補助

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

継続 子どもを犯罪、事
故等から守るため
には、当該団体の
存在意義はより大
きくなるので、今
後も活動に対して
補助を行う。

住みよい街づくりの推進の
ため、防犯意識の普及活動
及び少年非行の防止活動等
を行う。これに対する事業
補助金を交付していく。

防犯意識の普及及び少年非
行の防止キャンペーン活動
等を行った。
これらの各種防犯活動に対
して、事業補助金を交付し
た。
なお、当該協会の活動資金
を補うため防犯協会会長か
ら１０万円の寄附を受けた
ので、市補助金とあわせて
交付した。

空き巣、ひったくり等の発
生地域へ立て看板やのぼり
の設置、市内各所での街頭
啓発等を実施することによ
り、市民の防犯意識向上に
寄与した。

住みよい街づくりの推進の
ため、防犯意識の普及活動
及び少年非行の防止活動等
を行う。これに対する事業
補助金を交付していく。

防災防犯
課

4206 安心メール
配信システ
ム「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、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、場所を選ばず迅速に
配信するシステムを開始する。

新規 利用者の拡大と有効な情報
配信
経費はシステム使用料

緊急情報登録者数が約６９
０件増加し、３月末現在で
約５，９７０件となった。

市からお知らせしたい緊急
情報等の配信ができた。
ただし、ひったくりや犯罪
発生等の情報は、兵庫県警
察本部からの「ひょうご防
犯ネット」で配信されるた
め、防犯情報としては両方
の登録を呼びかける必要が
ある。

利用者の拡大と有効な情報
配信
（経費はシステム使用料）

防災防犯
課

4207 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6００本作成

防犯グループ立ち上げ支援
及び育成
　たすき６００本作成

２９団体がアトム防犯パト
ロールを新たに結成され、
計１０２団体となった。

無理のない範囲での活動を
継続いただくようアドバイ
スを行った。

防犯グループ立ち上げ支援
及び育成
　たすき5００本作成

防災防犯
課

4208 宝塚市アト
ム１１０番
連絡車

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

継続 子どもたちを迷惑
行為、痴漢行為等
の犯罪行為や様々
な危険から守るた
め、今後も日常業
務の中での見守り
を実施する。

既存のアトム１１０番連絡
車での活動の充実

今後のアトム１１０番連絡
車拡大検討

既存のアトム１１０番連絡
車での活動の充実

その他、建設業協会の車両
が、子ども１１０番の車と
して活動に参加

アトム１１０番連絡車は市
や公共的団体の車両である
が、その他の団体（ＪＡ
等）による子ども等の見守
りとして子ども１１０番の
車制度を設けている。
新たに宝塚建設業協会の車
両23台が、８月から子ども
１１０番の車として活動に
参加された。

アトム１１０番連絡車及び
子ども１１０番の車での活
動の充実

青少年セ
ンター

4209 宝塚市アト
ム１１０番
連絡所

子どもを守る駆け込み所として市内約
２，０００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（Ｈ１６）
　2003件
目標値（Ｈ２１）
　2300件

更なる連絡所数の拡大。地
域連絡所と学校との関係を
密にしていく。

Ｈ２０．３．３１現在２２
２８　　　件。年度末に小
学校を通じて、連絡所への
お礼年度の継続確認を行っ
た。

連絡所宅が常に在宅は不可
能だが、地域の防犯への啓
発につながっている。

更なる連絡所数の拡大。地
域連絡所と学校との関係を
密にしていく。

課名 № 　事業名 平成２０年度事業計画今後の展開の方向 平成１９年度事業計画 平成１９年度実績　　　事　業　内　容 方向性 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

学校教育
課

4210 県警ホット
ラインの設
置

幼稚園、小・中・養護学校、保育所、児
童館、療育センター等での異変をいち早
く県警本部に知らせ、被害の 小限化を
図るための体制の整備。

継続 県警ホットライン
での通報訓練を利
用した警察の協力
を得た防犯訓練を
推進する。

県警ホットラインでの通報
訓練を利用した警察の協力
を得た防犯訓練を推進す
る。法改正により４月１日
から「養護学校」→「特別
支援学校」に名称変更

市教育委員会主催での“県
警ホットラインでの通報訓
練を利用した警察の協力を
得た防犯訓練”を実施する
には至らなかった。

年に１度県警ホットライン
の点検を行うが、防災訓練
時に活用することができて
いない。今後活用する方向
で推進していきたい。

県警ホットラインでの通報
訓練を利用した警察の協力
を得た防犯訓練を推進す
る。

保育課
予定なし 実績なし 予定なし

子ども政
策課

予定なし 実績なし 予定なし

療育セン
ター

予定なし 実績なし 予定なし

保育課

保育所において、
不審者の侵入を防
ぐため、門扉の
オートロック化を
推進する。

市立保育所１カ所にオート
ロックを追加設置する（平
井保育所）。

市立保育所１カ所にオート
ロックを追加設置した（平
井保育所）。

市立保育所の児童の防犯対
策を図ることができた。

予定なし

学校教育
課

4211 防犯ブザー
の貸与

市立小・中学生及び養護学校小学部の児
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。

継続 小学校新入学児童
に毎年無償貸与を
行う。

小学校新１年生に対して無
償貸与。

小学校新１年生、市外の転
入生に無償貸与の実施。

各学校では、防犯ブザーの
使用も含めて安全教育を推
進することができた。しか
し、年度途中で防犯ブザー
の単価が変わり、予備分の
取り扱いに苦労した。

小学校新１年生に対して無
償貸与。

学校教育
課

4212 防犯講習会
の実施

幼稚園、小・中・養護学校、保育所、児
童館、療育センター等の職員に対し、年
３～４回警察の指導のもと実技訓練を実
施。
（児童福祉施設は、保育課が主所管課）

継続 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。

県警ホットラインでの通報
訓練を兼ねた教職員向けの
防犯訓練を実施する。法改
正により４月１日から「養
護学校」→「特別支援学
校」に名称変更

県警ホットラインでの通報
訓練をかねた教職員向けの
防犯訓練を予定していた
が、実施には至らなかっ
た。

県警ホットラインは使用し
なかったが、不審者の対応
やさすまたの使い方などの
講習を受けたので、学校安
全に関する教職員の意識の
高揚につながった。

県警ホットラインでの通報
訓練を兼ねた教職員向けの
防犯訓練を実施する。

保育課

前年度と同様に、継続実
施。（児童福祉施設に勤務
する職員を対象とした不審
者進入等への対応について
の講習会を警察の協力を得
て３回実施する。）

前年度と同様に、実施し
た。（児童福祉施設に勤務
する職員を対象とした不審
者進入等への対応について
の講習会を警察の協力を得
て３回実施した。）

安全対策についての意識を
高めることができた。

前年度と同様に、継続実
施。（児童福祉施設に勤務
する職員を対象とした不審
者進入等への対応について
の講習会を警察の協力を得
て２回実施する。）

療育セン
ター

№ 　事業名 今後の展開の方向課名 平成１９年度事業計画 平成２０年度事業計画　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　②　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

青少年セ
ンター

4213 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
情報をうけてい
る。

昨年度並みに実施予定。 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
も常に情報をうけている。

地域補導委員から情報をも
らいその都度対応した。

昨年度並に実施していく。
補導委員との連携をより密
にして、安全確保に努め
る。

西消防署

4214 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、
実施していく。

・ 救 急 講 習 （ Ⅰ ・ Ⅱ ・ 外
含） 回数237回・人数
5317人・時間546時間

評価・市民への救命率向上
啓発に向け有意義である。

・応急手当普及啓発「まち
かど救急ステーション」章
票

東消防署

問題点・講習回数が増える
ことに資器材不足（消耗品
等）

・ＡＥＤ設置事業所に対し
て交付し市民共助の拠点作
り

　　③　被害にあった子どもの支援の推進

青少年セ
ンター

来所相談
（再掲）

№3414の再掲 継続

青少年セ
ンター

電話相談
（再掲）

№3415の再掲 継続

青少年セ
ンター

継続指導
（再掲）

№3416の再掲 継続

教育支援
課

★ スクールカ
ウンセラー
配置事業
（再掲）

№3419の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

家庭児童相
談室事業
（再掲）

№1113の再掲 継続

新しい日本版心肺蘇生ガイ
ドラインに添ったAED（自
動体外式除細動器）講習会
を一般公募も含め、市民の
要望があれば随時開催して
いく。※対象は中学生以上

課名 № 　事業名

課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　ア　三層構造を通しての子どもの居場所づくり
　　  ①　身近な子どもの居場所づくり（小学校区単位）

施設課

5101 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。

平成18年度と同じである。 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。

前年度と同様、新規設置事
業実施の予定はない。

スポーツ
振興課

5102 学校体育施
設開放

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
（午後）、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。
監視業務の民間委
託を継続していく
が、小学校区単位
で設立のスポーツ
クラブに運営を任
せることも検討。

左記事業内容にて実施する｡ 体育館・運動場登録団体２
４０団体。プール開放児童
２５，１７８人

小学校体育施設開放におい
ては、登録団体間の使用の
調整が難しくなってきてい
る。プール開放について
は、学校・PTA・行政が一
体となった取組が必要であ
るが、事故時の責任の所在
の明確化や要望の強い身障
児介助員の確保困難の問題
を抱えている。

左記事業内容にて実施す
る。

まちづく
り推進課

コミュニテ
ィ施設の活
用（再掲）

№1104の再掲 継続

人権文化
センター

5103 図書室運営 図書の閲覧、貸し出しを通じて、地域青
少年の文化・教養の向上に資するととも
に、近隣地域住民との交流の場とする。

継続 読書を通じて、青
少年の健全育成を
図り、交流を進め
ていく。

継続実施 図書の充実に努めた。 利用者の拡大のためより一
層のＰＲを図る必要があ
る。

継続実施　　新規図書の購
入を行い。図書の充実を図
る。

人権文化
センター

活動拠点の
整備
（再掲）

№1103の再掲 継続

青少年課

5104 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
リーダーの養成を始めとする活動を委託
する。

継続 H16年度加入数
2,896人。リー
ダーの養成と組織
の活性化を図る。

各種子ども会育成者研修や
サマーキャンプ、秋の子ど
も会夢まつり等の行事を計
画している。

各種子ども会育成研修やサ
マーキャンプ、秋の子ども
会夢まつり等の行事を実施
した。

少子化の時代で会員数は減
少の傾向にはあるが、今後
とも子ども会活動は重要で
ある。

子ども会連絡協議会と協議
し、組織の活性化に向けて
の事業を実施していく。

単位子ども会活動の活性化を図り、青少
年の健全育成に寄与するため、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、活動補助を行う。

継続 活動費不足が、子
ども会活動にとっ
て大きな影響を及
ぼしており、補助
金を交付して子ど
も会活動を維持す
る。

宝塚市子ども会連絡協議会
に登録している単位子ども
会に対して活動補助を行
う。

宝塚市子ども会連絡協議会
に登録している単位子ども
会に対して活動補助を行っ
た。

単位子ども会が各種行事を
行うにあたり、収入面で一
助となった。なお、宝塚市
補助金交付基準との整合を
図る必要がある。

引き続き、宝塚市子ども会
連絡協議会に登録している
単位子ども会に対して活動
助成を行う。

いきがい
福祉課

民生児童委
員活動補助
（再掲）

№1330の再掲 継続

平成１９年度実績 平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容課名 方向性 今後の展開の方向 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

　　  ①　身近な子どもの居場所づくり（小学校区単位）

社会福祉
協議会
（子ども
家庭支援
セン
ター）

5105 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 現況（Ｈ１６）
　５グループ

「子育てぶっちゃけ会」の
継続・定例化。
ニーズの確認や情報の共有
化等を提供する学習会兼連
絡会の実施。

・子育てのニーズ把握や支
援を検討する子育て支援プ
ロジェクトチーム(9回)への
支援。
・子育て支援プロジェクト
チーム主催の「子育てぶっ
ちゃけ会」実施(3回)支援
・ニッセイ財団助成事業中
間ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおいて、「子
育て支援プロジェクトが語
る子育てぶっちゃけ会」を
テーマに分科会を実施。

・子育てぶっちゃけ会や一
時保育に、専門家や各地域
の方にも参加して頂き、地
域の方と連携して実施する
ことができた。
・子育てぶっちゃけ会の継
続実施やｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでの発表
を通して、今後子育て支援
プロジェクトチームとして
「親支援」について、効果
的に行える具体的なプログ
ラムを検討、研究し活動に
つなげていくこととなっ
た。

 ・H21年度に向けて子育て
支援プロジェクトチーム
で、各地域ニーズへの支援
につながるよう、「子育て
ぶっちゃけ会」を開催する
まちづくり協議会に協力し
子育て支援プログラムを提
案していく。その際様々な
地域のニーズを拾い上げる
ために、子育て支援に関わ
る関係団体及び個人にプロ
ジェクトチームへの参加を
働きかける。
・子育て支援活動者のネッ
トワークづくり
・なお右の予算は赤い羽根
共同募金を財源とする。

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（子育て
支援課）

★
5106

地域子ども
教室（子ど
もの居場所
づくり推進
事業）

ＰＴＡや地域住民が中心となって、放課
後の小学校校庭などを開放し、子どもの
自主性や発想を大切にした遊びの場（地
域子ども教室）をつくることにより子ど
もの居場所づくりを展開する。

新規 地域教育力の再生
を目指したネット
ワークを構築す
る。また、青少年
がリーダーとして
参画できる仕組み
づくりを進める。
現況(16)　8教室
目標値(21)16教室

平成１８年度で事
業終了

－ － － －

子育て支
援課

放課後子ど
も教室事業

ＰＴＡや地域住民が中心となって、放課
後の小学校校庭などを開放し、子どもの
自主性や発想を大切にした遊びと学びの
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。

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。

宝塚市放課後プラン事業計
画に基づき、平成１９年度
より市が事業主体の「放課
後子ども教室」として、地
域との協働により、市内
１３校区で実施する。

12校区において放課後子ど
も教室を開設

計画の9割を開設。持続可能
な事業としての仕組みづく
りが求められている。
地域児童育成会事業との実
質的な連携方策が必要と
なっている。

19年度開設に8校区を加え
20校区の開設を目指す。

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画方向性 今後の展開の方向課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

　　　②　児童館を核とした子どもの居場所づくり（市内７ブロック単位）

子ども政
策課

★ 地域児童館
整備事業
（再掲）

№1106の再掲 拡充

子育て支
援課

地域児童館
運営事業
（再掲）

№1107の再掲 拡充

子育て支
援課

★ 出前児童館
事業
（再掲）

№1108の再掲 新規

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

地域ネット
ワーク推進
事業
（再掲）

№1109の再掲 拡充

青少年課

5107 青少年育成
市民会議の
活動育成

地域における青少年の健全育成組織とし
て、各中学校区毎に設置し、情報交換、
啓発、交流活動等の各種健全育成活動を
図る。

継続 各中学校区毎の青
少年健全育成組織
として､地域社会の
情報交換､啓発。交
流活動等を行い､子
どもたちには様々
な体験活動を展開
しながら地域社会
で青少年を育む一
翼を担っていく。

各中学校区毎の青少年健全
育成組織として、地域社会
の情報交換、啓発、交流活
動等を行い、子どもたちに
は様々な体験活動を展開し
ながら地域社会で青少年を
育む一翼を担っていく。

各中学校区でさまざまな青
少年の健全育成事業を行っ
た。

小学校区単位の組織である
まちづくり協議会との連絡
調整等を図っていく必要が
ある。

各中学校区毎の青少年健全
育成組織として、地域社会
の情報交換、啓発、交流活
動等を行い、子どもたちに
は様々な体験活動を展開し
ながら地域社会で青少年を
育む一翼を担っていく。

平成１９年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度実績今後の展開の方向 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

　　　③　大型児童センターを核とした子どもの居場所づくり（全市域）

子ども政
策課

5108 大型児童セ
ンター（セ
ンター機
能）整備・
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、
地域児童館の統括の視点を置いて整備。
◇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・高校生等を対象に性教育～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

拡充 青少年リーダーの
活動場所の拡充に
伴う地域のジュニ
アリーダーの育成
青少年リーダーＯ
Ｂ（１８歳以上）
のボランティア活
動の機会及び場の
拡充、多世代交流
ひろ場の特性をい
かしての、中高生
の活動の場の拡充

・引き続き、財団法人ぷら
ざこむに対しセンター取得
のための６年目の償還をす
る。管理運営は市社会福祉
協議会を指定管理者として
指定する。
・なお、プラザ・コムに対
しては３８年間の割賦方式
で建物譲渡代金及び利息相
当額の助成を行う。
（大型児童センター分の割
合は０．２６）

財団法人ぷらざこむに対し
センター取得のための償還
助成を行った。

－ ・引き続き、財団法人ぷら
ざこむに対しセンター取得
のための７年目の償還をす
る。管理運営は市社会福祉
協議会を指定管理者として
指定する。
・なお、プラザ・コムに対
しては３８年間の割賦方式
で建物譲渡代金及び利息相
当額の助成を行う（大型児
童センター分の割合は０．
２６）。

子育て支
援課

平成18年度から公立児童館
の運営にあたっては指定管
理制度を導入し、社会福祉
協議会を平成18年4月～平
成23年3月まで指定管理者
として指定する。
青少年リーダーを育成する
とともに地域児童館をバッ
クアップしていく。

・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12267､中学
12774、高校7837､計
32878

平成18年度と比較して、中
学生1622人､高校生等375
人の利用増があり、中・高
校生等の居場所としての役
割が果たせている。

平成18年度から公立児童館
の運営は指定管理制度を導
入し、社会福祉協議会を平
成18年4月～平成23年3月
まで指定管理者として指定
する。
青少年リーダーを育成する
とともに地域児童館をバッ
クアップしていく。

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

・青少年リーダー活動：ク
リスマスパーティーなどの
自主企画や地域のイベント
の遊びの手伝い等を実施。
また、仲間づくり、交流を
促進し、青少年リーダー活
動メンバーの増加を目指
す。
・三世代間プログラムの提
供：老人クラブが囲碁・将
棋・陶芸・茶道を児童に指
導、夏に・中高校生の「手
縫いの浴衣」づくりに高齢
者が協力、月に１回、建物
の周りを高齢者と児童で草
引きを実施しする。
・乳幼児ふれあい事業：子
ども家庭支援センターとの
連携による「あかちゃんふ
れあい事業」等の事業を継
続実施する。また、中高校
生と乳幼児のふれあい事業
を実施

・青少年リーダーが地域の
イベントに参加し、イベン
トを盛り上げた。
・中高生と高齢者の交流と
して、フレミラ5周年イベン
ト・わっしょいフレミラ秋
穫祭では3世代交流カラオケ
大会を開催した。節分企
画・高校3年生を送る会で
は、もちつきをし、3世代の
交流を図った。
・「赤ちゃんとのふれあい
事業」では高校生1１名と乳
幼児親子1１組による交流が
行われた。
・3月28日ソリオホールで
バンド・ダンス・演劇の発
表をしたサウンズ・オブ・
フェスティバルは参加者63
名、中高生ボランティア１
０名、観客160名の盛大な
イベントができた。
・市内の児童厚生員を対象
とした研修を開き、児童厚
生員のスキルアップができ
た。

・青少年リーダーだけの活
動ではなく、大型児童セン
ターを利用する多くの中高
生に積極的に声をかけたこ
とによって、たくさんの協
力者を得ることができた。
・中高生と高齢者の交流が
課題であったが、もちつき
大会を実施したことによっ
て無理なく交流の場を提供
することができた。もちつ
きだけでなく様々なイベン
トに世代間交流を意識して
活動をおこなっていく。
・「赤ちゃんとのふれあい
事業」では高校生自身が親
のありがたさを知り、命の
大切さを感じることができ
た。
・乳幼児の父親の関わりの
場を作っていくことが課題
である。
・お互いの児童館の活動を
知ることによって情報交換
ができている。6児童館の運
営形態が違うので、6児童館

子育て支
援課

★ 児童ふれあ
い交流促進
事業（再掲）

№1120の再掲 新規

　　　事　業　内　容 方向性 平成２０年度事業計画

・青少年リーダーだけの活動
だけでなく、たくさんの中高
生に意識して声をかけ、ひと
つの団体に頼らない活動をフ
レミラーズとして展開してい
く。
・社協の児童館だからできる
ネットワークを活かし、福祉
の体験や施設訪問を中高生に
体験してもらう。
・中高生のニーズの高い音楽
活動であるが、音楽のマナー
や機材の使い方などをしっか
り指導し、物を大切にするこ
とを意識づける。中高生に行
事のボランティア活動を推進
し、自然に地域に目をむける
ような育成を心がける。
・自然とできる中高生と高齢
者の交流の場を提供する。
・年長児童と乳幼児親子とふ
れあうことを通し、生命の尊
厳を実感し、家族への感謝や
多くの人々とのつながりの中
で、生かされていることに気
づき、生きる力を育む。
・各児童館の資質向上のため
に研修会を実施し、児童館同
士のつながりを大切にするこ
とにより こどもたちの連携

平成１９年度事業計画今後の展開の方向№ 　事業名課名 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　　イ　様々な体験の機会の提供

手塚治虫
記念館

5109 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。

企画展などを開催 ・企画展のほか、ミニコン
サートやアニメ上映会、
ワークショップ等、新たな
イベントを実施した
・のびのびパスポート
5069人、クローバーカー
ド959人の利用があった
（いずれも前年比120％）
・市立学校教育活動（育成
会含む）としての入館免除
申請は884人
・全体入館者数は106,695
人

学校や児童関係施設を通し
て、さらにアピールしてい
きたい。

19年度に引き続き、館の魅
力を高めるよう、イベント
実施等に取り組む。また、
手塚治虫生誕80周年記念と
して各種イベントを行う。

人権文化
センター

5110 自然体験事
業

自然体験人権学習会（サマーキャンプ）
等を実施する。

継続 青少年が自然環境
の下で様々な体験
や人権学習を行
い、人権を尊重す
る感性を育てると
共に、地域の人権
文化推進の人材育
成を図っていく。

継続実施 自然体験を通じて人権文化
の推進を図った。

自然体験や人権学習を通し
て、青少年の健全育成を図
ることが出来たが、地域の
人材育成には今後継続的な
取組が必要である。

継続実施　事業内容の充実
を図る。

環境政策
課

5111 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

自主的な環境学習・活動へ
の支援

市内の小学校３校より、７
グループ計４５５名登録

自主的な環境学習に役立つ
よう情報提供を随時行って
いる。

市内小学校から６～７グ
ループ参加予定

環境政策
課

5112 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 同左 随時貸出 市内の小・中学校等に計３
回、双眼鏡等の貸し出しを
行った。

学校等の課外学習に役立っ
ている。

随時貸出

政策推進
課

5113 丹波少年自
然の家建設
・運営事業

阪神と丹波両地域８市１１町が組合立に
より設立し運営している施設であり、平
成１３・１４年度にリニューアル整備工
事を実施し利用者増の促進に努めてい
る。

継続 今後も引き続き施
設の充実を図り、
利用者増の促進に
努める。

今後も引き続き施設の充実
を図り、利用者増の促進に
努める。

引き続き施設の充実を図
り、利用者増の促進に努め
た。

今後、建設時から経年し、
老朽化した建物の補修・改
修が急がれ、金額の負担増
のことが懸念される。

今後も引き続き施設の充実
を図り、利用者増の促進に
努める。

公園緑地
課

5114 北中山公園
整備

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

継続 気軽に自然に触れ
楽しめる場を継続
して提供してい
く。

引き続き市民に自然保護の
啓発を行ない、自然の大切
さを訴えていく。

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

平成１９年度のｸﾘｰﾝﾊｲｷﾝｸﾞ
の参加者は500人であっ
た。今後とも継続して啓発
を進めていくことが必要。

引き続き市民に自然保護の
啓発を行ない、自然の大切
さを訴えていく。

公園緑地
課

5115 既設公園・
子ども遊園
整備

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

継続 老朽化した公園か
ら順次継続して改
修していく。

引き続き老朽化した公園の
リニュ－アルを行い、子ど
もが安全安心して利用出来
るように努めていく。

職員の巡回点検及び自治
会、コミュニティ団体等の
通報の基づき、故障遊具の
修繕、危険遊具の撤去をお
こなった。

老朽化し、危険になった施
設の改修に努力してきた
が、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。

引き続き老朽化した公園の
リニュ－アルを行い、子ど
もが安全安心して利用出来
るように努めていく。

平成１９年度事業計画 平成２０年度事業計画今後の展開の方向課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１９年度実績 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

　　　イ　様々な体験の機会の提供

公園緑地
課

5116 公園整備事
業

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

継続 引き続き市民１人
当たり7.0㎡を目指
して、継続して取
り組んでいく。

引き続き市民１人当たり公
園面積7.0㎡を目指して、取
り組んでいく。平成１９年
度から宝塚音楽学校記念公
園の整備にとりかかる。

開発に伴う帰属公園の遊具
について、安全な遊具の設
置を指導した。また、平成
１９年度から宝塚音楽学校
記念公園の整備に着手し
た。

平成１９年度は開発提供公
園を５公園指導し、安全に
遊べる公園作りに努力して
きた。

引き続き市民１人当たり公
園面積7.0㎡を目指して、取
り組んでいく。宝塚音楽学
校記念公園については、第
２期工事の準備を進める。

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（子育て
支援課）

★
5117

プレーパー
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
を提供するプレーパーク事業（宝塚ＮＰ
Ｏセンター実施）を支援する。

新規 地域の誰も気軽に
交流できる場とし
て定着するようＰ
Ｒ活動を支援し、
参加者数の増加を
図る。
現況（Ｈ16）参加
児童数20人／回
目標値（Ｈ21）参
加児童数40人／回

運営主体がプレーパーク事
業から撤退により一時休止

今後のプレーパークのあり
方について、子ども政策課
と協議する。

今後のプレーパークのあり
方について、子ども政策課
との協議に至っていない。

プレーパーク事業に必要な
専用公園の整備と運営団体
の育成

プレーパーク事業の今後の
あり方を検討し、後期計画
個別事業の対象とするか否
かについても合わせて子ど
も政策課と協議しながら、
子ども未来部としての方針
を決定する。

平成２０年度事業計画平成１９年度実績平成１９年度事業計画課名 　事業名 　　　事　業　内　容 評価及び問題点方向性 今後の展開の方向№
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（２）　家庭教育の推進

子育て支
援課

5201 家庭教育推
進事業

市立、私立の幼稚園児の保護者を対象に
家庭教育学級を開設するほか、子育て中
の親同士の学習の場として、ファミリー
スクールを開設し家庭教育の在り方や子
どもの健康・家族・学校・地域のつなが
り等について学習する。

継続 大人（親）の居場
所のひとつとし
て、家庭教育だけ
ではなく、家庭・
地域・学校が連携
して子どもを育む
大切さを学ぶ場を
提供する。

家庭教育学級22学級、ファ
ミリースクール15クラスを
開催予定

家庭教育学級22学級、ファ
ミリースクール13クラスを
開設

私立幼稚園の家庭教育学級
について、県事業類似事業
を検証し事業精査について
議論する時期に来ている。
ファミリースクールなどの
家庭教育推進事業と子ども
家庭支援センター事業の今
後のあり方を検討する。

家庭教育学級22学級
ファミリースクール19クラ
スの開設を予定

子育て支
援課

5202 家庭教育講
座の実施

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

継続 ・子育て、家庭教
育の大切さについ
ての学習機会を関
係各課と連携しな
がら提供する。
テーマや対象年齢
を社会状況等に応
じて設定し実施。
・講座終了後も親
同士のつながりが
保てるようフォ
ローする。

各テーマを決定し、３回程
度実施する。

子どもの発達記録映画の上
映と映画プロデューサーに
よる講演会、スクールカウ
ンセラー（臨床心理士）に
よる子育ての講演会、ファ
ミリースクール活動発表会
を実施

子どもの発達記録映画、ス
クールカウンセラーによる
講演会ともに受講者からの
評価が高いものであった。

今、求められる家庭教育の
課題解決に向けた内容を家
庭教育推進員とともに協議
し、年間３回程度開催す
る。

中央公民
館

子どもを安全に見守るた
め、地域のおとな達に何が
できるか考え、行動する
きっかけづくりの学習会等
を実施。

桐さと実　子どもを想い慈
しむコンサート　１５０名

講座「子どもと楽しむ絵本
の世界」　２７名

コンサートも講座も参加者
に事業の趣旨を伝えること
ができた。
同じ手法で継続実施するよ
りも、新たなアプローチの
仕方を検討する必要があ
る。

学校や他の教育機関と連携
しながら社会状況に応じた
テーマ、内容で講座等を実
施予定

人権男女
共同参画
課

5203 子育て支援
講座の実施

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。また、地域での見守り
等、子育てに対する理解と支援の促進を
図るための啓発講座の開催

継続 現在実施している
講座、フリートー
クを継続するほ
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

指定管理者制度導入（予算
は指定管理料に計上）
・継続して実施

ほっとティータイム
・フリートーク　２０回
（参加者延べ293人）
・エル・キッズルーム　２
４回
（参加者延べ456人）

・ほっとティータイムは、
計画どおり実施。
・エル・キッズルームは、
ほぼ定員に達し、乳幼児の
親子の居場所づくりとし
て、効果があった。

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）
・「ほっとティータイム」
は実施回数を削減して実施
・「エルキッズルーム」は
継続実施（月２回）

青少年セ
ンター

「子どもの
心を理解す
る」講座
（再掲）

№1125の再掲 継続

教育支援
課

教育相談
（再掲）

№3421の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

きらきら子
育て講座
（再掲）

№1118の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

親子ふれあ
い講座
（再掲）

№1119の再掲 新規

平成２０年度事業計画平成１９年度事業計画№ 　事業名 今後の展開の方向 平成１９年度実績　　　事　業　内　容 方向性課名 評価及び問題点

62 ページ



　
　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（２）　家庭教育の推進

人権文化
センター

5204 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 子育て講座、教室
等を通じて人権感
覚豊かな子どもの
育成。

継続実施 ①おはなし会を年６回実
施。
②おはなし会　２５回実施
　おいしい食の講座　５回
実施
③・子育て講演会実施　６
月２２日３３人参加、１月
２５日２１人参加
　・おはなし会　６回実施
延べ２８７人参加

子育て講演会等の実施によ
り子どもの育成に貢献し
た。

継続実施　事業内容の充実
に努める。

社会教育
課

5205 市ＰＴＡ協
議会補助

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。

継続 PTA協議会の自主
性を尊重しながら
活動を支援する。

平成１８年度で事
業廃止
（団体や事業を指
定しての交付でな
くなるため次世代
育成事業に限定し
た補助金ではなく
なる）

－ － － －

人権教育
課

5206 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。

引き続き、各人権文化セン
ターにおいて子育て学習
会、地域懇談会、幼児教育
学習会を学期ごとに実施し
ていく。

各人権文化センターで、各
学期に１回程度子育て学習
会①、地域懇談会②を開催
した。
又、週一回程度の自主学習
支援③及び適宜教育相談④
を実施した。

①親同志での情報交換、図
書室の利用につながった。
内容やＰＲの工夫②地域で
課題解消の話し合いが出来
た。保護者の参加が少ない
③自習室が整備の活用が増
えた。教材の充実④各機関
と連携して取り組めた。

継続実施。但し、地域懇談
会の事業も継続するがその
謝金については、廃止す
る。

中央図書
館

5207 ブック
スタート
事業

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

継続 今後も継続して事
業を行う。

今後も継続して事業を行
う。

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っ
た。

乳児の頃から本に親しむ
きっかけと図書館利用促進
を図ることができた。本格
的なブックスタート事業と
しては、絵本の配布までを
含むことが多いが、配布事
業まではいたっていない。

今後も継続して事業を行
う。

西図書館

健康推進
課

各乳幼児健診時に、保護者
に対し絵本についての情報
提供に努めるとともに、子
どもと絵本を読む楽しさや
大切さを伝える方法につい
て検討する。

リーフレットの配布 リーフレットの配布

社会教育
課

5208 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。

各単位PTA研修活動の支援
を行う。

１３校のPTAに対し、子育
てや子どもの人権に関する
研修会活動の支援をおこ
なった。

講演会の内容については、
PTAの自主性を尊重してい
る。

１９年度と同様にPTAの研
修会活動を支援する。

平成１９年度事業計画 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（３）　生涯学習の推進

教育研究
課

5301 視聴覚セン
ター事業

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

継続 ニーズに応じた視
聴覚教材の充実に
努める。

学校教育、社会教育に活用
できる視聴覚教材の整備に
努める。

子育て支援ビデオ等視聴覚
教材を整備した。

視聴覚教材の整備し、子ど
も会、ＰＴＡ、地域子育て
グループ等への活動の充実
に成果をあげた。

学校教育・社会教育に活用
できる視聴覚教材の整備に
努める。

社会教育
課

5302 ウィークエ
ンドクラブ
事業

青少年が主体的に参加するウィークエン
ドクラブを学校外活動事業として実施す
る。
・中山ウィークエンドクラブ

継続 これまでに蓄積し
た経験などを将来
的には児童館や地
域に還元していく
方向で事業を進め
る。
平成１８年度で事
業終了

事業終了  ー  ー  ー

青少年課

5303 青少年関係
団体補助

少年少女合唱団、ガール・ボーイスカウ
ト、ボーイズエコー宝塚に対し活動展開
のための事業補助を行う。

継続 青少年健全育成の
ため事業補助を継
続する。

青少年育成関係団体のそれ
ぞれの事業活動に対して補
助を行う。

対象団体の事業活動に対し
て、事業補助を行った。

宝塚市補助金交付基準との
整合を図る必要がある。

引き続き事業補助を継続す
る。

スポーツ
振興課

5304 スポーツセ
ンター運営
事業

市民のスポーツ及びレクリェーションの
振興を図り、心身の健全な発達に寄与す
る。

継続 市民に定着してい
るため継続実施。

左記の事業内容にて実施す
る。

利用者数２，５３８，３５
０人。（財）宝塚市スポー
ツ教育振興公社を指定管理
者とし、運営を行った。

建物の老朽化による劣化や
機器整備の故障が頻発して
いるが、予算の関係で修理
は緊急を要するもの以外は
年度を持ち越す事が多く
なっている。対症療法的な
修復より、長いスパンをみ
て修繕計画のもと実施する
ことが必要と考えられる。

左記の事業内容にて実施す
る。

スポーツ
振興課

5305 市民スポー
ツ振興

市民スポーツ大会、指導者講習会、市民
スポーツ教室、障害者運動教室、地域ス
ポーツ教室、スポーツリーダー養成講習
会、トレーニング室基礎講習会、松江市
との少年スポーツ交歓会の実施や、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。

（財）宝塚市スポーツ教育
振興公社に委託し、２４の
市民スポーツ大会、９の市
民スポーツ教室、少年ス
ポーツ振興事業、地域ス
ポーツリーダー活性事業、
松江市とのスポーツ交歓会
を実施する。宝塚市体育協
会には１０６万円の補助金
を交付する。

（財）宝塚市スポーツ教育
振興公社に委託し、２４の
市民スポーツ大会、９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。

市民スポーツの振興に寄
与。スポーツへの関心は
年々高まっており、市民が
生涯にわたり日常生活の中
でスポーツを通して健康で
明るく充実した生活への要
望が高まると予想される事
から、この事業の内容が利
用者に受け入れられる事が
重要であり、参加が容易で
市民の意見が反映できる体
制づくりが課題。

（財）宝塚市スポーツ教育
振興公社に委託し、２４の
市民スポーツ大会、８の市
民スポーツ教室、少年ス
ポーツ振興事業、地域ス
ポーツリーダー活性事業、
松江市とのスポーツ交歓会
を実施する。宝塚市体育協
会には１０６万円の補助金
を交付する。

スポーツ
振興課

5306 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年度中に
全小学校区にス
ポーツクラブが設
立。クラブの自立
に向け支援してい
く。

各スポーツクラブの自立を
支援するとともに、各クラ
ブ間の連携を深めるために
連絡協議会及びニュースポ
ーツ交流大会を開催する。

スポーツクラブ２１の活動
のため、スポーツクラブ２
１丸橋でクラブハウスの整
備を行った。

１７年度に全小学校区に設
置。空き教室等を利用した
クラブハウスの設置が大き
な課題。また、運営に当
たっては、既存クラブの取
り組みや指導者の確保、育
成が課題となっている。

左記の事業内容にて実施す
る。

平成１９年度事業計画課名 　事業名№ 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１９年度実績 平成２０年度事業計画評価及び問題点
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（３）　生涯学習の推進

スポーツ
振興課

5307 体育の日事
業

体育の日に総合体育館にてニュースポー
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。

例年行っているニュース
ポーツ体験、体力測定等に
加え、事業内容を充実さ
せ、市民により楽しんでも
らえる事業を実施してい
く。

参加者数３７１人。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（ディスコン）を
行った。

参加者は前年より約１００
人増。当日野球場・テニス
コート・プール等を開放し
ている（財）宝塚市スポー
ツ教育振興公社と協議し、
更なる市民参加を施すこと
が課題。

総合体育館にてニュース
ポーツ体験、体力測定等の
催しを行う。

スポーツ
振興課

5313 ハーフマラ
ソン実施事
業

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

継続 今後も継続して事
業を行う。

左記の事業内容にて実施す
る。

３，８０３人。 参加者は年々増加傾向。公
道を使っての大規模な大会
のため、警察・住民・沿道
事業者の協力が必要であ
り、大会運営のための応援
市職員とボランティアの確
保が課題。

左記の事業内容にて実施す
る。

公民館

5308 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（Ｈ16）
　全31ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　501名受講
今後の展開は未定

中央公民館･･９グループ
          １３コース
東公民館 ･･･７グループ
            ８コース
西公民館  ･･･４グループ
            ４コース
７月下旬に開催予定

中央公民館・・６グループ
　　　　　　　　８コース
東公民館・・・７グループ
　　　　　　　　８コース
西公民館・・・４グループ
　　　　　　　　５コース

参加した子どもたちが、地
域の大人達から熱心に学ん
でいる様子は非常に意義が
あった。

中央公民館・　８グループ
　　　　　　１１コース
東公民館・・　９グループ
　　　　　　１０コース
西公民館・・　７グループ
　　　　　　１３コース
７月下旬に開催予定

中央公民
館

5309 ウインター
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
象にした講座を冬休みの期間中に開催す
る。

継続 現況（Ｈ16）
　3グループ
　60名受講
今後の展開は未定

平成１８年度で事
業廃止

－ － － －

中央図書
館

5310 図書館運営
事業

・児童室の運営
・ティーンズコーナーの運営
・児童書の展示
・視聴覚室の運営
・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
そぼの乳幼児とその親を対象とした集会
活動を実施する。

継続 今後も継続して事
業を行う。

今後も継続して事業を行
う。

児童書4,084冊を購入。
毎月児童向け図書館だより
を発行し、児童向けの集会
活動を行った。
おはなし会、お楽しみ会、
かみしばい、てづくりの時
間、児童向け映写会など。

魅力ある児童書の購入、児
童向け行事の充実を図っ
た。
平成２０年度からは「宝塚
市子どもの読書活動推進計
画」に基づき、ますます子
どもの読書環境の整備が求
められている。市の財政状
況から図書購入予算が減額
される中で、どのように計
画の推進を図っていくかが
課題である。

今後も継続して事業を行
う。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（３）　生涯学習の推進

西図書館

・児童コーナーの運営
・児童書の展示
・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・てづくりの時間等の児童
向け集会行事、小さい子むけおたのしみ
会等の乳幼児とその親を対象とした集会
活動を実施する。

継続 今後も継続して事
業を行う。

今後も継続して事業を行
う。

児童書2,333冊を購入。
毎月児童向け図書館だより
を発行し、児童向けの集会
活動を行った。
おはなし会、お楽しみ会、
かみしばい、てづくりの時
間、児童向け映写会など。

魅力ある児童書の購入、児
童向け行事の充実を図っ
た。
平成２０年度からは「宝塚
市子どもの読書活動推進計
画」に基づき、ますます子
どもの読書環境の整備が求
められている。市の財政状
況から図書購入予算が減額
される中で、どのように計
画の推進を図っていくかが
課題である。

今後も継続して事業を行
う。

観光文化
課

5311 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 ・１６年度の実績
　 は１１件
・１７年度当初
　予算に１０件分
　を計上
不足は,補正対応の
予定。

事業継続 実績：１８件
内訳：５００千円×１０件
　　　１００千円×８件
（留学修了者への残額交
付）

国際性豊かな未来を担う青
少年の育成に大いに寄与し
ている。

事業継続
２０年度当初予算に１１件
＋６件（留学修了者の残額
交付）を計上

社会教育
課

5312 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。

今年度も新成人で運営委員
会を組織し､新成人自らが企
画・運営に携わり､式典を実
施していく。

新成人からなる成人式実行
委員会が式典を企画、実施
し、新成人およそ１５００
人が参加した。

ほぼ例年どおりの参加率で
あった。

今年度も新成人で運営委員
会を組織し、新成人自らが
企画、運営に携わり、式典
を実施する。

中央図書
館

5314 子どもの読
書活動推進
計画

子どもの読書活動推進に向けた環境の整
備計画を策定。

新規 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。

９月末までに計画を策定
し、具体的事業への反映を
検討する。

「宝塚市子どもの読書活動
推進計画」の策定を終え、
平成２０年度より実施す
る。

平成２０年度からは「宝塚
市子どもの読書活動推進計
画」に基づき、ますます子
どもの読書環境の整備が求
められている。市の財政状
況から図書購入予算が減額
される中で、どのように計
画の推進を図っていくかが
課題である。

具体的な事業展開を検討し
ていく。
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

（４）　適切な情報提供の推進

子ども家
庭支援セ
ンター

総合的情報
誌「たから
ばこ」の発
行（再掲）

№1121の再掲 継続

子ども政
策課

広報・情報
誌の発行
（再掲）

№1122の再掲 継続

子ども家
庭支援セ
ンター

広報・情報
誌の発行
（再掲）

№1122の再掲 継続

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

広報・情報
誌の発行
（再掲）

№1122の再掲 継続

子育て支
援課

こどもプレ
ス夢クルー
の発行
（再掲）

№1124の再掲 継続

青少年課

青少年育成
市民会議の
活動育成
（再掲）

№5107の再掲 継続

子ども政
策課

キッズペー
ジ作成
（再掲）

№3423の再喝 新規

環境政策
課

キッズペー
ジ作成
（再掲）

№3423の再喝 新規
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　推進体制

子ども政
策課

6001 次世代育成
支援行動計
画推進地域
協議会

知識経験者、関係団体、専門機関、公募
市民等１３人で組織する「次世代育成支
援行動計画推進地域協議会」を設置。
専門的立場からの意見や助言を受け、次
世代育成支援行動計画「たからっ子「育
み」プラン」の進捗状況を把握、評価、
検証し、その結果をその後の対策の実施
や計画の見直し等に反映させる等、次世
代育成のための総合的な施策の推進に努
める。

新規 平成１７年度から
実施
次世代育成支援に
ついて、行政だけ
でなく、市民、企
業、その他関係機
関が連携し、とも
に取り組んでい
く。
　
平成１８年度で廃
止

－ － － －

子ども審議
会

子ども条例の制定に併せ、計画策定や子
どもの育成に関する総合施策を推進する
ために、知識経験者、関係団体、専門機
関、公募市民等１７人で組織する「子ど
も審議会」を設置。
専門的立場からの意見や助言を受け、次
世代育成支援行動計画「たからっ子「育
み」プラン」の進捗状況を把握、評価、
検証し、その結果をその後の対策の実施
や計画の見直し等に反映させる等、子ど
もの育成に関する総合的な施策の推進に
努める。

平成１９年度から
実施
子どもの育成支援
について、家庭、
学校等、地域住
民、事業主及び市
がそれぞれの役割
に応じ、相互に連
携し、ともに取り
組んでいく。

子ども条例の制定に併せ、
計画策定や子どもの育成に
関する総合施策を推進する
ために、知識経験者、関係
団体、専門機関、公募市民
等１７人で組織する「子ど
も審議会」を設置。
（次世代育成支援行動計画
推進地域協議会は、
H19.3.31で廃止）

子ども審議会を３回開催
第１回目：平成１９年度事
業計画について
第２回目：平成１８年度実
績、評価、２０年度予算に
向けて課題等
第３回目：平成２０年度の
新規、拡充事業の説明及び
意見交換

・今後も、「たからっ子
「育み」プラン」の効果的
な評価方法や運営について
検討していく。

平成１９年度と同様に子ど
も審議会を開催する。
子ども（青少年）に関する
協議会等の統廃合について
検討する。

子ども政
策課

6002 次世代育成
支援行動計
画推進検討
会

次世代育成支援行動計画を総合的に推進
するために、庁内の関係課長等２８人で
組織する「次世代育成支援行動計画推進
検討会」を設置。
個別事業の進行管理や部局間の総合調整
等施策の推進に努める。

新規 平成１７年度から
実施
次世代育成支援に
ついて、事務局で
ある子ども政策課
が主体となりつ
つ、関係各課と連
携を図り、市全体
で子どもの施策に
取り組んでいく。

平成１８年度と同様に次世
代育成支援行動計画推進検
討会を２～３回開催する。
各個別事業の進行管理等を
検討する。

次世代育成支援行動計画推
進検討会を１回開催
第１回目：・子ども審議会
について　・平成１８年度
実績及び平成１９年度事業
計画について　・育みプラ
ン推進に係る検討課題につ
いて

平成１９年度は会議を１回
しか開催せず資料提供のみ
となった。また、課題を検
討するための部会も開催で
きなかった。

次世代育成支援行動計画推
進検討会を２～３回開催す
る。
各個別事業の進行管理等を
検討する。また、後期計画
策定のため前期計画の課題
整理を行う。

子ども政
策課

6003 子ども条例
の制定

次世代育成支援の基本理念や、家庭、学
校、地域、事業所、行政の役割を明確に
し、基本となる事項を定めることによ
り、子どもが健やかに育つことが保障さ
れる環境づくりのために、「子ども条
例」を制定する。

新規 平成１７年度から
実施

「子ども条例」を広くＰＲ
するために、子ども用及び
大人用の啓発用冊子を作成
する。

子ども条例をＰＲするため
に、子ども用（小学４～６
年生・７０００部）、一般
用（中学生以上・１３００
０部）作成。
子ども用は市立小学校に、
一般用は市立中学校及び県
立高校にそれぞれ学校を通
じて配布するとともに、民
生児童委員等関係者や各
サービスセンター、児童館
に配布し啓発した。

子ども条例を啓発できた。
私立小・中・高校生へは次
年度に配布する。

平成２０年度は学校を通じ
て私立小・中・高校生及び
公立の小学４年生、中学１
年生に配布するとともに、
公共機関に配布して啓発を
行う。

子ども政
策課

6004 子ども未来
基金

子どもの育成に関する施策を推進するう
えで、財政基盤を構築するために創設。

・積立金　　１６億７千万円
・期間　　　平成１９年度～

新規 「たからっ子「育
み」プラン」の推
進を目的とした取
り組みのうち、基
本的に新規拡充事
業に充当

平成１９年度は別紙「１４
事業」に充当

・充当金額　１億７千万円

平成１９年度は別紙「１２
事業」に充当した。

・充当金額　１億５千万円

「たからっ子「育み」プラ
ン」の新規、拡充事業に充
当することでプランが推進
した。

平成２０年度は別紙「６事
業」に充当。

・充当金額　１億５千万円
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