
　
　　　　　　　　　　　　　　　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

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。

・地域子育て支援センター
（２ｹ所目）の整備及び事業
実施に伴い地域への支援事
業の拡大を図る。
・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。

保育課

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。

・市内２８グループへの支
援（Ｇフォーラム・地区別
交流会開催等）を行った。

・グループの活動場所の確
保や活動支援を行ったこと
によりグループの継続が図
られた。（グループによっ
ては年度当初は、少人数と
なるが活動の継続を支援す
ることにより、新規の親子
を迎え活動が継続してい
る。）

・引き続き、市内２８グ
ループへの育成支援を含
め、市内での自主的に活動
しているグループとの交
流・情報交換を実施。

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。

センター本館の改修工事を
行う。

地域活動の拠点として広く
活用できるよう施設整備を
行った

事業終了

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。

管理運営委託の中で、利用
料の減免については、受託
者側の運営面の問題等によ
り、十分な減免措置ができ
ていない施設もある。

利用料の減免等は実施でき
ていない部分もあるが、地
域の中で、地域活動の拠点
として、一定の役割を果た
している。

平成１８年度より指定管理
制度の導入を実施。今後と
も、より一層、各種地域団
体が利用しやすいように要
請する。

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。

多くのまちづくり協議会で
「地域ごとのまちづくり計
画」において、地域の課題
として、子育て支援の各施
策が盛り込まれた。

まちづくり協議会等地域コ
ミュニティが、地域の課題
として、子育て支援の必要
性を認識し、取り組みを行
おうとしている。また、一
部のコミュニティでは取り
組みを初めているところも
ある。

地域課題として、子育て支
援の必要性を認識している
場合には、支援に向けた各
施策の実現に向け、早期に
取り組みを始めるようにし
てもらう。

平成１８年度事業計画№

・市立９保育所総事業数５
２４５回、延べ利用者数
（大人２０１８９名、子ど
も２６４５７名）
・第６地区の出前児童館の
子育て相談の依頼を受け保
育士が出向いたり等の連携
を実施。

　事業名 　　　事　業　内　容 方向性

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

今後の展開の方向

・保育所の子育て支援事業
を実施することによって、
特に在宅の子育て家庭に
とって、ホッとできる居場
所としての役割を果たして
きた。
・出前児童館等の地域の資
源との連携が図れたが,今後
も他機関との連携を拡大し
ていくことも課題である。

評価平成１７年度実績課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　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

★
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

平成１７年度と同様に、法
人立児童館に対して、借入
金の償還金助成を行った。
また、平成１７年１１月に
第７ブロックの児童館とし
て市立西谷児童館の整備し
た。
また、老朽化していた、市
立高司児童館の床張り替え
工事を実施した。

市立西谷児童館を整備した
ことにより、第７ブロック
内の子育て支援の拠点及び
子どもの居場所づくりを図
ることができた。
市立高司児童館の床張り替
え工事を実施することで、
子どもたちの安全の確保を
図るとともに、工事期間
中、くらんど人権文化セン
ターを代替の児童館事業に
活用したことで、児童館事
業を周辺住民に啓発するこ
とができた。

平成１７年度と同様に、法
人立児童館に対して、借入
金の償還金助成を行う。ま
た、引き続き、第２・第６
ブロックの地域児童館整備
を検討していく。

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

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
館の運営にあたっては指定
管理制度を導入し、高司、
安倉児童館は市社会福祉協
議会を、西谷児童館はＮＰ
Ｏ法人ＮＩＳＩＴＡＮＩを
指定管理者として指定す
る。また、法人立の中筋、
御殿山、平井児童館には人
件費を補助する。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１７年度実績方向性 評価今後の展開の方向 平成１８年度事業計画

・高司、安倉の公立児童館
の管理運営を市社会福祉協
議会に委託するとともに、
市立西谷児童館はＮＰＯ法
人ＮＩＳＩＴＡＮＩに指定
管理者として指定した。ま
た、中筋、御殿山の法人立
児童館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7510､
小学13891､中学以上
1290､親6103､計28794
安倉児童館：就学前4090､
小学13808､中学以上
669､親3652､計22162
中筋児童館：就学前8258､
小学 5381､中学以上 139､
親6313､計20091
御殿山児童館：就学前
11129小学 7926､中学以
上 391､親7056､計
26502
西谷児童館：就学前709､小
学834､中学以上334､親
693､計2570
平井児童館：就学前1079､
小学以上3132､親2212､
計6423

課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　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

★
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

・平成１７年度から新規事
業として、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（大型児童セン
ターが実施）で常設型、派
遣型、イベント型の出前児
童館事業を実施。
・利用状況
第２ブロック：就学前851､
小学生以上2836､親868､
計5865
第６ブロック：就学前
1364､小学生以上591､親
745､計3000

児童館の未整備地域で出前
によるミニ児童館等を実施
したことで、より身近なと
ころで安全な子どもたちの
活動の場や、子育て支援の
場を提供することができ
た。
　しかし、活動場所やボラ
ンティア等の協力が得られ
にくいこともあり、今後も
事業をＰＲし、さらに地域
住民等の理解と支援に努め
ていく。

平成１８年度は引き続き児
童館未整備の第２・第６ブ
ロックで実施するととも
に、全市域に拡充して実施
する。

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。

・子育て支援プロジェクト
チーム　　10回開催
・ブロック別子育て支援人
材育成講座「聴き方・話し
方講座」を開催
7ブロックで開催

子育て支援プロジェクト
チームの中で子育てについ
ての課題を検討した。

子育てに関するニーズをつ
かみ、今後の子育て支援施
策を検討するため「子育て
ぶっちゃけ会」を7ブロック
で開催。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
ク化をはかる。

今後の展開の方向 平成１８年度事業計画評価課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１７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

　　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）

子ども家
庭支援セ
ンター

☆
1110

地域子育て
支援セン
ター事業

拡充 ・Ｈ１８年度地域子育て支
援センター事業の立ち上げ
の準備が図れた。

保育課

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

・きらきらひらば（対象：
概ね３歳未満児とその保護
者）の年間利用者15,858
人、１日平均72人が利用。
また、相談件数は423件
で、利用者は相談をはじめ
親子がゆっくり関われた
り、他の親子との交流もで
きた。
　（他の事業については、
別項の個別事業で掲載）

・利用者のなかで、特に、
０歳児（子ども総利用者数
8,407人中4,014人）の外
出がしにくい親子への場の
提供ができていることによ
り、密室の育児から解放さ
れ、育児不安や負担の軽減
が図れることから、児童虐
待の予防にも繋がってい
る。

・引き続き、つどいの広場
事業を実施する。また、ア
ンケートを実施し利用者の
満足度を図る。
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを各種事業に活用
し、その後地域での活動の
場へと繋げる。さらに、Ｈ
１７年度に育成した「絵本
の読み聞かせボランティ
ア」を地域の子育て支援事
業に活用できるようコー
ディネ－トしていく。

子ども家
庭支援セ
ンター

★
1112

子育て総合
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。

・市内の私立保育園の子育
て支援事業の実態調査を実
施し、情報収集及び情報把
握を実施。
・庁内の連絡調整会議は２
回実施。各関係所管の支援
事業内容および支援団体等
の情報交換実施。また、広
報紙の紙面についての情報
交換と検討を行う。
・市内子育て支援団体の連
絡調整会議については未実
施。

・市内の保育所関係の情報
収集は図れたが、市内の地
域の子育て支援情報につい
て、今後も社協等の地域の
子育て支援状況の把握を実
施していく。

・引き続き事業の円滑かつ
効果的な実施の為、連絡調
整会議で調査、研究、情報
交換等を行う。
また、市内の子育て関係機
関の情報把握を実施。
・社会福祉協議会の「子育
て支援プロジェクト会議」
等と連携し、子育て支援情
報の共有化やサービス調整
を図る。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向

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

・地域子育て支援センター
事業の立ち上げのため、準
備のための他市視察及びプ
ロジェクト会議を実施。
・第６地区の出前児童館の
子育て相談に保育士が出向
いたり等の連携を実施。

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

平成１７年度実績 評価

・地域子育て支援センター
を（2ｹ所目）開設し、武庫
川右岸地域・左岸地域の子
育て支援のセンター機能の
役割を担い、地域への子育
て支援事業の拡充をさらに
図る。また、出前児童館の
連携調整の役割を担う。

課名 平成１８年度事業計画

4 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　「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。

・Ｈ１７年４月に社会福祉
主事を１名配置した。今年
度の相談延べ回数は４６９
１回（うち、児童虐待の通
報・相談は４２件）、ｼｮｰﾄｽ
ﾃｨ利用日数35日、個別ケー
ス会議２９回等、児童虐待
防止ﾈｯﾄﾜｰｸ会議での関係機
関の連携を基に支援体制の
強化を図った。
・事務局として要保護児童
対策協議会の立ち上げを
図った。

・社会福祉主事を配置し、
要保護対策協議会の設置や
体制強化が図られた。ま
た、相談内容等の質的高度
化に伴い、１６年度は１６
回であった個別ケース会議
が１７年度は２９回の開催
となり、大幅に増えた。こ
れは、ケース対応の難しさ
を反映していると思われ
る。

・要保護児童対策協議会の
調整機関及び事務局とし
て、要保護児童全般の幅広
い対応に取り組む中で、児
童虐待防止を最重点課題と
し、早期発見に務め、県及
び関係機関との連携強化を
図る。

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。 ・「子ども家庭なんでも相
談」の年間延べ相談回数４
６９１回。うち、新規の電
話相談件数は２６６件。児
童虐待通告件数４２件。

・児童福祉法の改正により
市が第一義的な相談機関と
なることから、児童相談所
の研修会（６回）等、多く
の研修会に参加し、家庭相
談員のスキルアップが図れ
た。

・家庭相談員の資質向上を
図る。

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。

・電話相談件数年間６９件
（時間帯：午前２１件、午
後３７件、夜間１１件）※
夜間は２２時～５時
・相談内容　　　養護、育
成、保健、障害、その他

１５年度の件数が５８件、
１６年度が６７件、１７年
度が６９件と微増だが、日
時を問わず２４時間いつで
も相談ができていて、重要
な子育て支援の事業として
定着してきている。

・市民に対して２４時間対
応の電話相談の周知を図
り、昼夜を問わず保護者が
気軽に相談できるようＰＲ
に努める。

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

・ショートステイの総利用
日数は３５日で、利用人数
は１２名である。そのう
ち、御殿山ひかりの家の受
け入れは３２日、１１名で
あった。（今年度は一人親
家庭の出張や病気等養育困
難などによる利用件数が減
少した。）

・Ｈ１６年度（総利用日数
は１１７日、利用人数は２
９人）と比較すると今年度
は利用件数は減少した。し
かし、ひとり親家庭の育児
困難家庭や仕事と子育ての
両立支援等の児童の健全育
成や家庭支援に寄与した。

・必要な人に適切なサービ
スが提供できるよう、本事
業の市民への啓発をさらに
図る。

子育て支
援課

☆ ファミ
リー・サ
ポート事業
（再掲）

№2316の再掲（Ｐ61参照） 継続

保育課
☆ 一時保育事

業
№2313の再掲（Ｐ60参照） 拡充

方向性 評価　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 平成１７年度実績№ 　事業名 平成１８年度事業計画課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　「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

・年６回実施（１講座２
回）、延べ参加者４０２
名。

・この会をきっかけにその
後も参加者同士の交流が続
き、育児について話す仲間
ができたことを喜ぶ声が多
い。また、相談機関へつな
ぐケースもあり、早期発見
の場にもなっている。

・引き続き年６回実施（２
回連続）
各回親子２０組募集。

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。

・第１子で１歳児の子育て
中の親を対象に、６月に３
回連続講座で実施。親子２
１組・延べ１１１名参加

３日間を通して毎回テー
マ、講師が変わり１歳児の
発達を体系的に総合的に学
べる場として深まりのある
講座となった。また、参加
者がメールアドレスの交換
などその後の生活につなが
りを活かそうとする姿が見
られた。

・引き続き、年１回で３回
連続講座で実施。
　（甲子園大学と共催予
定）
・第１子で１歳児の子育て
中の親対象（定員２０名）

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。

・大学との開発プログラム
に基づき、２歳児を対象に
「きらきら　親子ふれあい
講座」（４回連続講座）を
９、１０月に実施。親子１
０組延べ５７名

・この年齢特有の発達や接
し方の学びから子育てに自
信が持てたという感想から
講座のねらいが達成でき
た。
また、親子遊び、フリー
トークをすることで、母親
自身の心の解放を通して、
子育ての負担感や不安感も
お互いに共感でき、親の仲
間づくりも図ることができ
た。

・引き続き年１回（４回連
続講座）実施。２歳児の子
育て中親子対象。

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。

・中高校生との乳幼児ふれ
あい事業「楽しくあそぼう
会」：４回　　「新米ママ
のふれあいタイム」：６回
の計１０回に延べ３７名の
中高生が参加　。
・「絵本の読み聞かせ講
座」支援者向け４回、親向
け２回。講座修了者数３４
名。うち、ボランティア希
望者２７名。

・次世代育成支援の観点か
ら大型児童センターとの連
携で事業を実施でき今後も
継続していく。
・絵本の読み聞かせ講座修
了者の中から、多くのボラ
ンティア希望者の把握がで
きた。

・中高校生と乳幼児ふれあ
い事業：「新米ママのふれ
あいタイム」「楽しく遊ぼ
う会」を活用して実施。
・今年度募集予定の子育て
支援ボランティアと共に絵
本読み聞かせ講座修了者の
支援事業参加を依頼してい
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.

配布部数を検討の結果、６
０００冊作成し、配布。

・初版発行から５年目（改
訂版）を迎え、作成部数の
見直しを図った。また、必
要な場所、支援者に配布
し、情報提供に役立てても
らうことができた。

６０００冊作成。配布時期
を妊娠届け時に変更し、よ
り早い時期に情報を提供で
きるようにする。出前児童
館にも持参し、スタッフ、
ボランティア等希望利用者
に配布する。

評価 平成１８年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向 平成１７年度実績方向性課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　「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）

子育て支
援課

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。

児童福祉週間の啓発及び子
育て支援の特集として5月１
日の広報たからづかに掲載
した。
また、ホームページには児
童館だより等も随時更新
し、充実を図った。

市民に周知が図れた。 引き続き、子育て支援事業
のＰＲに努めていく。

子ども家
庭支援セ
ンター

・関係各課と協議を２回実
施。
・支援担当保育士の子育て
支援事業のホームページの
充実のための研修会を実
施。

・冊子化に伴い関係各課の
情報共有を図った。
・情報収集の多様なニーズ
に答える為のホームページ
の充実を図った。

・今後もさらに、多様な情
報提供について努める。

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
・5月号　1面に児童館の記
事+出前児童館のPR
・7月号　子育て支援活動サ
ポート事業申請グループ募
集、出前児童館PR
・3月号　1面に「こどもか
がやきサロン」紹介、「子
育てぶっちゃけ会」紹介

定例の児童館だよりと特集
記事を掲載することで、広
く市民に、子育てに関する
情報を提供。「社協たから
づか」を見て、地域児童館
や出前児童館に来られた方
がいた。

・毎号「児童館だより」で
各児童館のイベント情報掲
載
・5月　1面にこころの陽だ
まり情報誌「SUNぽ」紹介
※増刊号（タブロイド4面）
を5月、11月に折込む

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.

・年４回発行。ホームペー
ジにも掲載した。

・実施講座の紹介と参加者
の声を取り上げ子育て支援
の発信に繋げたり、また、
今後の予定を掲載すること
で、事業参加への動議づけ
が促せた。

・年４回発行し、子育てに
関する情報を提供する。ま
た、食育など注目を浴びて
いる情報把握に努め、関係
機関の協力を得て的確な情
報提供ができるようにす
る。
・多くの市民が利用する商
業施設にも置いてもらえる
ように協力を依頼する。

社会教育
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。

年５回、各２万５千部を発
行した

計画どおり実施 年５回、各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

今年度も連続５回の講座を
実施。

Ｈ１７年度のアンケート調
査では、内容に関して「大
変満足している」が３
０％、「満足している」が
４６％と併せて全体の７
６％を占め、ほぼニーズに
あったものとなっている。

今年度も連続５回の講座を
実施予定

今後の展開の方向 平成１７年度実績課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 評価 平成１８年度事業計画
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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　受講延人員６５
９人

出産育児に関する情報提
供、保健指導を行うととも
に、妊婦同士の交流ができ
た。

年３６回、２０人／回　平
成１７年度と同様に実施

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

年６回　受講者１１３組 出産育児に関する情報提供
や沐浴実習により父親の育
児参加を促すことができ
た。

年６回、２０組／回、平成
１７年度と同様に実施

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

・H17年度から１回増やし
年４回実施。延べ４２名参
加。

・出産の不安や疑問などを
全員で話し合ったり、助産
師から個々の相談に応じて
もらったりで、はじめての
出産に臨む妊婦の不安解消
が図れた。

・引き続き年４回（２回連
続）実施。

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。

妊娠前期４人、妊娠後期１
人

市民税非課税世帯の妊婦の
費用負担が軽減できた

県の補助事業を受けて、７
月１日より妊娠後期の健康
診査（妊娠２２週以降）に
ついて助成事業を実施。
所得制限あり。対象者１，
８００人
従来の市民税非課税世帯の
妊婦の助成は継続実施

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、１３３人 妊娠中や子どもの歯の健康
に関する情報提供、保健指
導を行うことにより歯科保
健について啓発ができた。

年１２回、２０人／回　平
成１７年度と同様に実施

生活援護
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 利用件数０件 特になし 制度の円滑な実施を図る。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 評価平成１７年度実績今後の展開の方向方向性課名 平成１８年度事業計画
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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

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

相談者数９１８件 電話相談により、育児不安
や相談を気軽に即時に対応
できた。

毎週月・水・金　平成１７
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

１１２人／年 訪問により、保護者の育児
不安や相談に対応できた。

２００件／年、平成１７年
度と同様に実施

健康推進
課

★
1209

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

６７０件／年 対象者を第２子以降にも拡
充したことにより、育児ス
トレスや育児不安のある保
護者の相談に広く対応でき
た。

８５０件／年、平成１７年
度と同様に実施

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１，６００件
７月から事業開始

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２８回、相談者数６７１
人

相談事業の開催により、保
護者の育児不安や相談に対
応できた。

年２９回、平成１７年度と
同様に実施

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％

受診率、４か月児健診９
４．８％、１歳６カ月児健
診９４．３％、３歳児健診
９１．５％

各健診において乳幼児の疾
病の早期発見と保護者への
育児指導を行った。また、
未受診者への受診勧奨と状
況把握を行った。

４カ月児健診２４回／年、
１歳６カ月児健診２５回／
年、３歳児健診２８回／年

平成１７年度実績方向性 今後の展開の方向 評価課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１８年度事業計画
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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

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、参加者８２人 相談事業の開催により、保
護者の育児不安や相談に対
応できた。

年１２回、平成１７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、参加者３３組 遊びの体験を通じて、保護
者の育児相談に応じ、子ど
もの発達を促すかかわりが
できた。

年２０回、平成１７年度と
同様に実施

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２
件、３歳児健診精密検査８
件

精密検査が必要な幼児に対
して検査を実施し異常の早
期発見・早期治療ができ
た。

１歳６か月児精密検査１０
件、３歳児健診精密検査１
５件

子ども家
庭支援セ
ンター

★
1216

「育児支援
家庭訪問事
業」
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

・総利用者数１０件（内
訳：単胎８件・多胎２
件）、延べ利用日数１１７
日。利用者アンケート実
施。また、支援ネットケー
スは２件で、宝塚健康福祉
事務所・健康推進課と連携
し母親への援助を図った。
・ヘルパーへの研修２回実
施。

・産後の母親の精神的・肉
体的負担を軽減を図ること
ができた。併せて、親族の
援助が得られない家族が多
いことも実感した。こうし
た子育ての背景のなかで、
子育て不安や負担感に悩む
母親への生活を支援するこ
とにより、乳児の健全育成
に寄与できた。

・本年度の派遣予定人数
は、概ね３５人で５２６
回。（一回２時間を限度）
・ヘルパーに対して、研修
を実施しさらにスキルアッ
プを図る。
・本事業の市民への啓発推
進をさらに図る。
・要支援家庭への各関係機
関の連携を強化し、特に産
後うつなどの精神的負担を
軽減することにより、児童
虐待の予防に繋げる。

健康推進
課

「育児支援
家庭訪問事
業」
新生児訪問
事業
赤ちゃん訪
問事業

養育支援が必要な家庭に、助産師・保健
師等が家庭訪問し保健指導を行う。
（№1208、1209の再掲）

－ － 新生児訪問２００件
赤ちゃん訪問８５０件
（№1208、1209の再
掲）

平成１７年度実績今後の展開の方向方向性№ 　事業名 　　　事　業　内　容 評価課名 平成１８年度事業計画
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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

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。

毎月第２月曜日に各４コマ
相談日を設定し、３９人の
面接・電話相談を実施し
た。
また、１７年１１月２７
日・２８日の２日間「女の
からだと性・全国一斉電話
相談」を実施し、８件の相
談があった。

自分のからだについて悩み
をもつ女性の支援に寄与で
きた。

引き続き、面接・電話相談
を実施する。

男女共同
参画課

女ごころ何
でも相談
（再掲）

№2203の再掲（Ｐ58参照） 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

年間７０日開設し、２，８
８４人（内、小児２，１８
１人）の患者を、歯科も７
０日開設し、４３５人
（内、小児６６人）の患者
を受け入れた。

宝塚市民の初期（一次）救
急医療機関としての役目を
果たした。

日曜・祝日・年末年始に開
設。平成１7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

継続 小児救急センターの共同
設置に向けて県に要望中

宝塚市、伊丹市、川西市、
猪名川町の３市１町で広域
の小児救急医療施設を設
置・運営することで合意し
た。

小児の初期救急医療施設整
備が具体化された。

（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、３市１町
で実施設計等を実施する。

市立病院

宝塚市立病院において毎週
水・金の夜間に小児科医を
確保した（９９日／年）

宝塚市立病院において毎週
水・金の夜間に小児科医を
確保することにより小児救
急医療体制の充実を図った
（99日／年）

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

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

休日７０日・夜間１４９日
の二次救急医療施設を確保
した。総勢３，３７４人の
患者を受け入れた。

二次救急医療体制を維持
し、宝塚市民の医療確保に
貢献した。

１７年度と同様に、休日７
０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

年間９８日開設し、７６２
人（内、小児１４６人）の
患者を受け入れた。

一般の診療所等で診療が難
しい障害者（児）の治療に
貢献できた。

週２回、平成１７年度と同
様に実施。

平成１８年度事業計画

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。

課名 № 　事業名

　　　事　業　内　容№

　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績

方向性　事業名 評価

評価

平成１８年度事業計画課名 平成１７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

　　③　思春期保健対策の充実

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。

女性を対象に「からだのセ
ミナー」を実施した。テー
マは「ＤＶが及ぼす“ここ
ろとからだ”への影響」
「正しいセルフメディケー
ション」「女性の“ストレ
ス”“メンタルヘル
ス”」。
センターフェスティバルで
は、該当講座は実施してい
ない

子どもへの性教育の方法、
思春期の子ども対象の事業
は実施できなかった。

子育て中の男女を対象に互
いの性、自分の健康などに
ついての講座を開催する。

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。

実施せず － 計画なし

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 ー ー 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

学校教育
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（Ｐ49参照） 新規

　　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、２８８人 離乳食の講義や調理実習を
通じて、栄養育児指導を行
い保護者の相談に応じた。

年１２回、平成１７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。

親子でわくわくクッキング
年２回、５６人

幼児や小学生におけるより
よい食習慣の啓発を行っ
た。

年２回、平成１７年度と同
様に実施

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（Ｐ49参照） 新規

課名

課名 № 平成１７年度実績　事業名 　　　事　業　内　容 今後の展開の方向

　　　事　業　内　容　事業名№

方向性

今後の展開の方向方向性

評価

平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画

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

平成１７年度実績 評価
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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

障害福祉
課

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。

９組の親子（年度末現在）
に対し、年間計画に基づ
き、通算３５回の親子教室
を開催した。

専門スタッフによる指導を
行うことにより、児童の適
切な発達を助長し、よい親
子関係を形成することがで
きた。

年度当初は、６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。

健康推進
課

ラッコ教室
（再掲）

№1214の再掲（Ｐ51参照） 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（Ｐ51参照） 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 ・４２人が通級、２３９人
が外来で指導を受けること
ができた。

・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。

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。

22組の子どもと保護者を対
象に95回実施

ほぼ計画どおり実施、新規
の参加者も増えた

18組の子どもと保護者を対
象に101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。

年間12回実施。実施会場の
使用料の免除及び講師謝金
の支払いを行った。

計画どおり実施した。 前年度と同様に年間12回実
施予定。実施会場の使用料
の免除及び講師謝金の支払
いを行う。

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。

園児３５名（相互利用制度
２名含む）

一人ひとりの状態に応じた
療育を行うことにより、運
動面の発達を認めることが
できた。低年齢児の体調管
理や保護者のメンタル面の
ケアが難しい。

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。

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３
０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。

園児３０名 運動面の遅れを併せ持つ子
どもが増えたが、一人ひと
りの状態に応じた療育を行
うことにより、発達を促す
ことができた。５月に定員
一杯になったため待機児が
生じた。

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。

　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向

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

評価

・発音に誤りのある幼児を
早期に発見し、指導してい
くことで幼児・保護者共に
自信をもって就学に臨むこ
とができた。

平成１８年度事業計画課名 № 　事業名 平成１７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　障害児と家庭への支援の充実

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。

来談者数３２３人、相談件
数４３４件

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
談者数が増加傾向にあり、
相談に応じるまで時間を要
することがある。

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。

相談人数３２人 学齢期の生活全般における
様々な問題に適切な助言指
導を行うことにより、問題
行動の改善が図られた。

年４回実施。
精神科医が相談に応じる。

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。

訪問療育　３００件、外来
療育５００件、施設支援１
００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－ビス調整会議
（ケア会議）を必要に応じ
て開催し、本人達が望む地
域生活の実現に寄与でき
た。

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。

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 支援費制度に基づき実施 支援費制度に基づくサービ
ス提供を実施した。新規申
請については、必要性を勘
案したうえで支給決定を
行った。

支援費制度３年目となり、
サービス利用が定着し、障
害児の福祉増進を図ること
ができた。

障害者自立支援法による新
制度に基づき、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。

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 支援費制度に基づき実施 支援費制度に基づくサービ
ス提供を実施した。新規申
請については、必要性を勘
案したうえで支給決定を
行った。

支援費制度３年目となり、
サービス利用が定着し、障
害児の福祉増進を図ること
ができた。

障害者自立支援法による新
制度に基づき、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（Ｐ51参照） 継続

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価 平成１８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

　　①　障害児と家庭への支援の充実

保育課

障害児保育
事業（再
掲）

№2309の再掲（Ｐ60参照） 継続

学校教育
課

障害児教育
推進事業
（再掲）

№3106の再掲（Ｐ62参照） 継続

学校教育
課

障害児教育
推進北海道
派遣（再
掲）

№3107の再掲（Ｐ62参照） 継続

学校教育
課

特別支援教
育推進事業
（再掲）

№3108の再掲（Ｐ62参照） 新規

教育相談課

★ 子ども支援
サポーター
配置事業
（再掲）

№3409の再掲（Ｐ66参照） 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。

5482人 継続する 平成１７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。

７３６人 継続する 平成１７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。

６５３人 継続する 平成１７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１７年度実績２，６２
７人
（大人を含む）

医療費の助成を継続する。 平成１７年度実績を踏まえ
医療費の助成を継続する。

生活援護
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 受給者数３６５人 身体又は精神に障害のある
児童を看護する父等に経済
的支援ができた。

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、手
当を適正に支給した。

障害児福祉手当を適正支給
し、障害児の福祉増進を図
ることができた。

国の支給基準に基づき、制
度の円滑実施を図る。

平成１８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１７年度実績 評価
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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

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 国の支給基準に基づき、手
当を適正に支給した。

介護手当を適正支給し、介
護者の負担を軽減し、障害
者（児）の福祉増進を図る
ことができた。

県・市の支給基準に基づ
き、制度の円滑な実施を図
る。

学事課

1318 特殊教育就
学奨励費

障害児学級へ就学している児童、生徒の
保護者に対する給食費、学用品費等の費
用の一部を補助。

継続 現在の制度を維持継続し
ていきたい。

現況（Ｈ１６）　113人
現状維持

小学生94人、中学生22
人、計116人に給食費、学
用品費等の一部を援助し
た。

障害児教育の円滑な実施が
図れた。

引き続き、障害児学級に在
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。

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

平成１７年５月、「障害者
就労支援センター」を開設
し、障害種別を問わず、障
害者の就業支援・生活支援
を総合的に実施した。

従来の知的障害者に限った
就労支援から、障害種別を
問わない就労支援へ移行
し、就労支援の一元化、事
業水準の底上げを図ること
ができた。

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

生活援護
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。

相談件数８６６件 面談等により生活面等の相
談に対応できた。平成１７
年度から実施している自立
支援等の事業で、自立のた
めの相談に対応できた。

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。

生活援護
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。

利用件数５件 キャリアアップや自立等の
相談に対応できた。

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。

生活援護
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：修業期間の最後の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。

利用件数２件 キャリアアップや自立等の
相談に対応できた。

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・

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価

平成１７年度実績 平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画

№ 今後の展開の方向　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 評価課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　②　ひとり親等さまざまな家庭への自立支援

生活援護
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 受給者１４２７人 父と生計をともにできない
児童が養育されている家庭
に経済的支援ができた。

国の基準に基づき実施する。

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最初の３月３１日ま
での間にある児童（但し、児童が高等学
校等に在学中の場合は、満２０歳に達す
る日の属する月の末日までのものを含
む）を監護している者及びその児童並び
に遺児に対し、医療費を助成する。所得
制限あり。

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１７年度実績３，７６
０人

医療費の助成を継続する。 平成１７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。

１５１４人 継続する 平成１７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。

９６人 継続する 平成１７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（Ｐ68参照） 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。

１０人 継続する 平成１７年度と同様に実施
する。

国際文化
課

1328 異文化間生
活相談

市内に在住する外国人や海外より帰国し
た日本人の日常生活における悩みや地域
案内も含めて相談に応じる。

継続 ・１６年度（１２月末現
在） の相談件数は、５
１件。

生活相談88件。
日本語教授（教室指導45
回、個人指導1,588回）

外国人および海外帰国児童
の市民生活への適応支援に
寄与した。

事業継続。

教育研究
課

教育国際化
推進事業
（再掲）

№3113の再掲（Ｐ63参照） 継続

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価 平成１８年度事業計画
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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

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）

・児童虐待ネットワーク会
議
　代表者会議年１回、研究
会２回
　定例ケース会議２回、個
別ケース会議２９回
　市民啓発講座２回第１、
３地区

児童虐待ネットワーク会議
において、「要保護児童対
策協議会」設立に向けての
検討協議を十分におこなっ
た。

平成１８年４月１日「要保
護児童対策協議会」を立ち
上げ、虐待児童のみならず
要保護児童全般に対応して
いく。なお、１８年度より
事業名を「要保護児童対策
にかかる推進事業」とす
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（Ｐ48参照） 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。

要保護児童発見の関係機関
への通告・仲介件数

２０件（うち児童虐待関係
９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。

・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（Ｐ48参照） 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（Ｐ48参照） 継続

男女共同
参画課

女ごころ何
でも相談
（再掲）

№2203の再掲（Ｐ58参照） 継続

教育相談
課

教育相談
（再掲）

№3421の再掲（Ｐ67参照） 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。

未実施 － 要保護児童対策協議会の中
で検討していく。

№ 　事業名 方向性 評価　　　事　業　内　容 平成１７年度実績今後の展開の方向 平成１８年度事業計画課名
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

　　③　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。

広報紙５月号、１１月号で
子育て支援や児童虐待防止
月間等の啓発記事を掲載。

マスコミによる報道の効果
もあり、市民の認識度も広
がっている。

機会をとらえて啓発に努め
ていく

人権啓発
課

・啓発冊子「いぶき」
4,000部作成
・「ウィズたからづか」へ
の掲載

広報のA４冊子化に伴い、人
権特集号の発行ができな
かったが、広報紙を通じた
情号発信は必要であり、他
の方法も検討する。

・啓発冊子「いぶき」の増
刷
・啓発冊子の増刷
・「ウィズたからづか」へ
の掲載

教育総務
課

「教育のページ」に教育現
場からの発信をおこなっ
た。

継続する 引き続き「教育のページ」
の充実に努める

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

（発行せず） 子育て支援情報掲載予定な
し。

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
　

県こども家庭センター研修
６回参加
県こころのケアセンター研
修３回参加
県社会福祉研修所研修２回
参加

家庭相談員として必要な研
修に参加でき、資質の向上
に役立った。

１７年度に引き続き、県こ
ども家庭センター研修、県
こころのケアセンター研
修、県社会福祉研修所研修
等に積極的に参加する。

教育相談
課

現況（Ｈ１６）
臨床心理士：１０名
今後も継続

学校カウンセリング講座年
３回実施現職研修会内容
・子ども理解と個性の尊重
・教職員のメンタルヘルス

・学校現場のニーズに添っ
た研修会なので、参加者も
非常に多く、評価も高かっ
た。

学校カウンセリング講座年
３回実施（内：現職研修会
として２回実施）

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（Ｐ49参照） 継続

男女共同
参画課

子育て支援
講座の実施
（再掲）

№5203の再掲（Ｐ75参照） 継続

今後の展開の方向 平成１７年度実績№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１８年度事業計画課名 評価
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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

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。

・２４時間電話相談６９
件、子育て家庭ショートス
テイ事業３５日、緊急一時
保護等付加機能の他、地域
子育て支援事業として
「ウッキータイム」事業を
年間３２回開催、計４００
人参加。

・地域子育て支援事業とし
ての「ウッキータイム」事
業に近隣住民が年間４００
人参加し、地域との関わり
がより一層深まっている。
・２４時間電話相談の啓発
促進が必要である。

平成１７年度と同様継続実
施し、他機関とのより一層
の連携を図る。

（４）　経済的な支援

生活援護
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

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１月より窓口
サービス課での取扱いを開
始、平成１８年３月より電
子申請の取扱いを開始し
た。平成１８年３月末現在
の受給者数　9765人

窓口サービス課での取扱い
開始により、住民異動に伴
う手続きの利便性が増し、
サービスの向上につながっ
た。

平成１８年度の児童手当法
の改正により、小学校修了
まで支給対象年齢が拡大さ
れるとともに、所得制限額
が引き上げられた。
この制度改正について周知
を図り、新たな該当者に対
して申請を促す。

医療助成
課

1402 乳幼児医療
費助成事業

出生の日から満６歳到達後最初の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１７年度実績５，２９
６人

医療費の助成を継続する。 平成１７年度実績を踏まえ
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。

助成対象実人数　104人
助成金交付額　4,386,847
円
（内訳）
上半期　92人
1,902,218円
下半期　81人
2,484,629円
延べ173人

16年度に較べ、助成人数、
助成金交付額ともに増えて
いる。

・平成１８年９月分までは
現行の３５％助成を実施。
・平成１８年１０月分から
は障害者自立支援法に基づ
き助成内容を検討。

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。

市内外５７園に在園する
2646人の保護者に対し、
市が補助を行った。

保護者負担の軽減と幼稚園
教育の振興が図れた。

対象者である私立幼稚園在
園者を2700人と見込み、
引き続き公私間格差による
負担軽減を図り、幼稚園教
育の振興を図る。

評価 平成１８年度事業計画課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１７年度実績今後の展開の方向

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績

平成１８年度事業計画課名 評価
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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 年々対象者が増加してい
る。制度を継続し、義務
教育の円滑な実施に資す
る。

小学生1.522人、中学生
750人、計2,272人に対し
て、学用品費・学校給食費
等を援助した。

義務教育の円滑な実施が図
れた。

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。

学事課

小学生321人、中学生36
人、計357人への医療費援
助を行った。

医療費援助により、保護者
負担の軽減と、学校病の予
防及び早期治療を推進でき
た。

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。

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。

市内在住者で通学する伊丹
朝鮮初級学校２６人、尼崎
朝鮮中級学校１４人の保護
者に対して補助を行った。

就学の費用の一部を補助す
ることにより、保護者負担
の軽減が図れた。

対象者を伊丹朝鮮初級学校
29人、尼崎朝鮮中級学校
22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。

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。

継続 取扱金融機関の拡大など
制度の充実を図る。

現況（Ｈ１６）
　融資あっせん者数８人

金融機関への融資あっせん
者数
　　　　　　　　　　６人
　うち、融資実行者　１人

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
あっせんを行うことによ
り、教育の貴会均等を図る
ことに寄与した。

引き続き実施（募集定員
１０人）

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
図る。

現況（Ｈ１６）
　　給付　５７0人

(1)給付
　　①経過措置分
　　　　　高校生２８５人
　　　　　　　25,708千
円
　　　　　大学生　１３人
　　　　　　　　1,464千
円
　　②新制度
　　　　　高校生１１２人
                    9,793千円
(2貸付
　　　高校生２６人
                    5,725千円
　　　大学生１４人
　　　　　　  4,536千円

経済的理由により修学困難
な高校生や大学生等に対し
て修学資金の給付や貸付を
行ったことにより、教育の
機会均等を図ることに寄与
した。

(1)給付
　　①経過措置分
　　　　　高校生１５１人
　
　　　　　大学生　１０人
　
　　②新制度
　　　　　高校生１８６人
 
(2貸付(継続貸付者＋新規貸
付者)
　　　高校生59人
 
　　　大学生24人
　

評価 平成１８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１７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）　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

勤労対策
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。

平成１８年３月１７日女性
雇用セミナー開催。参加者
１９人

参加企業数が少ない。 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。

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

２カ所の事業所に出前講座
を実施した。テーマは「セ
クシャル・ハラスメント防
止研修会」「セクシャル・
ハラスメントの防止につい
て」。

実施事業所数の拡大が必要
である。

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。

勤労対策
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
への啓発を行った。

宝塚市雇用促進連絡協議会
への参加企業数が少ない。

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。

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年度末までに策定し、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。

制度の周知を図るため、特
定事業主行動計画及び支援
制度の概要をイントラ上に
掲載した。

男性職員の育児・部分休業
の取得者が少なく、制度周
知を進めることが必要。

継続実施

　　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

勤労対策課

★
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。

平成１７年７月から毎週
月・木曜日の２回専門カウ
ンセラーを配置し、相談及
び情報提供を行った。相談
人数３７人、延べ相談件数
５０件。

ハローワークやヤングジョ
ブなどで就職活動ができな
い若者や相談に出向けない
若者に対して、相談活動を
実施することで、地域に密
着したきめ細かい支援が図
れた。

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。

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（Ｐ67参照） 継続

平成１７年度実績 評価

評価　　　事　業　内　容　事業名№

課名

課名

方向性 今後の展開の方向№ 　事業名 　　　事　業　内　容

方向性 平成１７年度実績今後の展開の方向

平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画

22 ページ



　　　　　　　　　　　　　　　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

商工振興課

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
みがなされる様、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。

宝塚市雇用促進連絡協議会
主催の女性雇用セミナー
（平成１８年１月２６日に
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、６
３事業所のうちから９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。

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
みがなされる様、課題の一
つとして啓発していく。

健康推進課
父親学級
（再掲）

№1202の再掲（Ｐ49参照） 継続

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。

「男女共同参画社会をめざ
す自主活動助成事業」にお
いて１グループが「夫婦で
おしゃれを語り合おう！」
とのテーマで装いに関して
共同参画を考える講座など
を実施。

助成事業に応募する事業
テーマは、様々であり、
「家事・育児への男女共同
参画の推進」というテーマ
に限定した事業の選考は困
難であるが、より関連のあ
る事業を選定するなど選考
において配慮する。

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。

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。

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）を実施。
電話相談　３４９件
面接相談　１２７件

様々な悩みをもつ女性の支
援に寄与できた。

引き続き、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）を実施
する。
なお、１８年４月から電話
相談を週４回とし月・火・
木・金曜日に実施する。

　　②　職業生活への男女共同参画の促進

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。

特集号「今、輝いている人
にインタビュー」（3,000
部）発行

啓発冊子の発行を通して、
「男女が生きやすい社会に
ついて」意識啓発を行っ
た。

引き続き、「エル・ぽー
と」で男女が生きやすい社
会について啓発する。

評価

評価№ 　事業名

№ 　事業名 　　　事　業　内　容

　　　事　業　内　容課名

課名 平成１７年度実績

方向性 今後の展開の方向

今後の展開の方向方向性

平成１７年度実績 平成１８年度事業計画

平成１８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

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。

男性対象講座「現代社会を
考えるシリーズ」「オト
コ」のための介護講座」を
実施。

男性対象講座により、地
域、家庭における共同参画
について意識啓発を行っ
た。

引き続き、男性対象講座や
定例的な講座において、地
域、家庭における共同参画
について啓発する。

社会教育
課

特に父親（男性）が参加
しやすい講座等の充実を
図る。

子育てに関する講演を年3回
実施し、そのうち1回を父親
が参加しやすい日曜日に実
施。参加者53人中12人の
男性参加を得た。

計画どおり実施した。 前年同様、継続して父親の
子育て参加についての講演
会を父親が参加しやすいプ
ログラムを検討し実施する
予定。

　　③　男女の家庭責任と就業との両立支援の推進

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。

「再就職準備セミナー（２
１世紀職業財団との共
催）」、女性のための就労
支援パソコン講座「再就職
キャリアアップ　パソコン
講座（９ｺｰｽ）」、女子学生
のための就職活動支援講座
「女子学生のための徹底的
自己分析セミナー」、チャ
レンジ支援講座「再就職支
援講座　あなたを活かす仕
事を手に入れよう」「私再
発見！自分らしい生き方を
みつけよう！」「転職・再
就職を成功させる履歴書と
面接対策」の実施。

再就職等の女性の就労の支
援に寄与できた。

雇用情勢や受講者のニーズ
を勘案し、引き続き女性の
ための就労支援講座・女性
のチャレンジ支援講座を実
施する。

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。

特集号「今、輝いている人
にインタビュー」（3,000
部）、VOL．42「ＤＶ特
集」(2,000部）発行

啓発冊子の発行を通して、
「男女共同参画社会づく
り」について意識啓発を
行った。

引き続き、「エル・ぽー
と」で男女が生きやすい社
会について啓発する。

平成１８年度事業計画評価平成１７年度実績今後の展開の方向

平成１８年度事業計画

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性

平成１７年度実績 評価課名

課名

今後の展開の方向方向性　事業名№ 　　　事　業　内　容
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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

子育て支
援課

☆★
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。
（子育て支援課が主所管課）

拡充 － －

保育課

子育て支
援課

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。

平成１７年度も宝塚周辺に
１園追加した。なお、逆瀬
川周辺の指定保育所１園が
廃止となった。

待機児童の解消を図ること
ができた。

既存９園で保育を実施。

保育課

既存９園のうち８月に１園
が同系列の園と統合したた
め８園となったが、３月に
１園新規追加し９園とな
り、延べ２８９８人（月平
均２４１人）の保育を実
施。その年齢ごとの人数に
応じて助成をおこなった。

指定保育所の保育水準を一
定保持することに成果をあ
げている。このことは、認
可保育所待機のための措置
だけではなく、最初から指
定保育所を選択して入所申
請をするケースが増えてき
ていることからも評価でき
る。

既存９園で保育を実施す
る。

子育て支
援課

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。

－ － 待機児童の解消及び地域
ニーズに応じた特別保育の
充実を図るため、平成１９
年度開設に向けて、現在、
指定保育所を運営している
団体が社会福祉法人を設立
し、認可保育所を設置する
ことを支援する。
場所：美座２丁目地内
定員：６０人
特別保育：延長保育、産休
明け保育、障害児保育、一
時保育、休日保育、子育て
支援事業等

平成１８年度事業計画

平成１８年度は予定なし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

平成１７年度実績 評価課名 方向性 今後の展開の方向　　　事　業　内　容№ 　事業名
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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 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２１園（２分園含
む）で総受け入れ数２４１
４枠を確保し、延べ２８０
０１人（月平均２３３３
人）の保育を実施した。

各保育所、入所児童数に大
差なく、概ね、定員に対し
ては充足率１００％以上で
円滑な運営がおこなわれ
た。

公私立２１園（２分園含
む）で、総定員２１３０人
に緊急枠２７５人を加え
た、総受け入れ２４０５枠
数を確保し、保育を実施す
る。

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 私立保育所入所児童延べ１
６１９３人の保育を実施
し、それに係る運営助成を
おこなった。

私立保育所入所児童の健全
な育成及び私立保育所の円
滑な運営ができ成果があっ
た。

基本的には平成１７年度と
同様に助成を行うが、特別
保育事業の中で、国の補助
制度が変更したものについ
ては、補助見直しを検討す
る。

　　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 わかくさ保育所の外壁塗装
改修工事を行うとともに、
必要に応じて市立保育所の
改修工事を行った。

壁のコンクリート剥離等が
改善され、安全性が確保で
きた。また、緊急かつ必要
に応じて改修を行うこと
で、保育環境の改善が図れ
た。

わかくさ保育所の保育室等
の床張り替え改修工事を行
う。その他、必要に応じて
市立保育所の改修工事を行
う。

健康福祉
総務課

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１
７年度に私立保育園全園
で制度の確立を予定。

○宝塚市福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決
制度
・受付件数：0件
・部内連絡会：1回
・各施設への苦情受付件数､
苦情状況等の確認：2回
・兵庫県福祉ｻｰﾋﾞｽ運営適正
委員会主催｢苦情解決ｾﾐﾅｰ｣
参加:1回
（療育ｾﾝﾀｰ苦情受付担当者1
名）
（※参加費及び出張旅費に
ついては、療育ｾﾝﾀｰにて支
出）
・第三者委員との現状報告
会:2回
・第三者委員との意見交換
会:1回

・部内連絡会の開催及び電
話による受付件数等の確認
により、各施設の苦情状況
の把握等、情報を交換する
ことができた。
・苦情解決セミナーへ参加
し、苦情解決の手法や役割
を学習できた。
・第三者委員との現状報告
及び意見交換会にて、第三
者委員の職務を再確認する
とともに、本制度の取り組
み状況を報告した。

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。

保育課

平成１７年度より私立保育
所も全園苦情解決制度を制
定した。

保育所運営全般において、
質の向上が図れた。

市立保育所長会、私立保育
園長会で苦情の内容等につ
いて情報を共有し、対処策
や保育内容を見直す機会と
する。

評価 平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画

平成１７年度実績今後の展開の方向課名

課名

方向性　事業名

№ 　事業名 　　　事　業　内　容

№ 　　　事　業　内　容

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価
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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

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。

市立めふ保育所で第三者評
価サービス機関による、第
三者評価を受審した。

めふ保育所の受審までのと
りくみを全園で共有するこ
とで、市立保育所の保育の
質の向上をめざし取り組め
た。

めふ保育所の評価結果を全
園で共有しながら、各保育
所の課題を整理し、１９年
度受審にむけて引き続き、
全園で取り組み保育の質の
向上を目指す。

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歳児総
入所受け入れ数２３５枠を
確保し、延べ２２６２人の
保育を実施した。

年度当初は５２％の在所率
であったが年度後半より在
所率が高くなり年度末は９
９％であったことから、乳
児保育を希望するニーズに
対応できた。

公私立保育所で、０歳児定
員１８４人に緊急枠５１人
を加え総入所受け入れ２３
５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。

市立８園で２９人、私立全
園で１６人、計４５人の障
害児を受け入れ統合保育を
実施した。

障害児を受け入れ統合保育
を実施することで、子ども
どうしの相互理解が深まり
個性を認め尊重しあえる保
育を実施できた。

市立全園で２６人、私立全
園で１８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、私立全園で計５
４名の産休明け児童の保育
を実施した。

公立保育所は定員内に産休
明け児童の受け入れ枠があ
るため、定員に空きがあっ
ても入所できないという
ケースもあり、ニーズに対
応しきれていないというの
が今後の課題である。

平成１７年度と同様に、市
立４園、私立全園で保育を
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～１
９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

公私立２１園（２分園含
む）で、延べ３３９０人の
延長保育を実施、２時間延
長の１園については、加え
て延べ１４６人の２時間延
長保育を実施した。

利用者ニーズに対応でき
た。子育てと仕事の両立支
援をサポートできた。

平成１７年と同様に、公私
立全園で実施。

評価平成１７年度実績方向性 今後の展開の方向№ 　　　事　業　内　容　事業名課名 平成１８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

　　③　特別保育の充実

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。

公私立全保育所で世代間交
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。

地域とのつながりが深ま
り、地域に開かれた保育所
としてアピールできた。

平成１７年度と同様、公私
立全保育所で世代間交流や
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。

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

私立６園で４時間以内・延
べ１５１６人、４時間以
上・延べ１１１４２人　計
１２６５８人の一時保育を
実施した。

一時保育の需要が非常に高
く、ニーズに対応できてい
ない状況がある。現在６園
で８５人の定員であるが実
際には園の裁量で可能な範
囲で対応している。今後は
二ーズ対応箇所数及び地域
の検討が必要である。

平成１７年度と同様に私立
６園で一時保育を実施す
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

１カ所で実施。定員２名で
年間延べ利用人数２３５
人、一日あたり平均０．８
人の利用があった。平均稼
働率４０％

利用者ニーズに対応でき
た。子育てと仕事の両立支
援をサポートできた。

平成１７年度と同様に左岸
にある、あいわ診療所で実
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

－ － 需要等みながら、引き続き
検討を行う。

保育課

保育所地域
子育て支援
事業（再
掲）

№1101の再掲（Ｐ46参照） 継続

子育て支
援課

保育所地域
子育て支援
事業（再
掲）

№1101の再掲（Ｐ46参照） 継続

平成１８年度事業計画評価方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容
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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

学校教育
課

★ 幼稚園預か
り保育（再
掲）

№3202の再掲（Ｐ64参照） 新規

市立病院

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置

№3109の再掲（Ｐ62参照） 継続

学事課

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置

№3109の再掲（Ｐ62参照） 継続

学校教育
課

宝塚市立病
院内「すみ
れ学級」の
設置

№3109の再掲（Ｐ62参照） 継続

評価 平成１８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１７年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

　　④　ファミリーサポートセンター事業の充実

子育て支
援課

☆
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

ファミリーサポート事業を
実施するため、市保健福祉
サービス公社に事業委託を
した。
・会員数：依頼618人、提
供214人、両方257人、計
1089人
・延べ利用回数：4896回
・活動時間：7964.55時間

年々会員数が増加し、平成
１６年度と比較して１５３
人（うち、依頼会員９３
人、提供会員３０人、両方
会員３０人）増となってい
る。また、利用について
は、学童保育の迎え及び預
かりや、子どもの習い事等
の援助の依頼が増加してお
り、小学生のいる家庭への
仕事と育児の両立支援が図
られている。

平成１７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。

勤労対策
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。

高年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の
補助金を交付した。

補助金の交付により、高年
齢者活用子育て支援事業の
推進が図られた。

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（勤
労対策
課）

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

サービス会員数　１４名
サービス件数　　　７件

登録会員の確保と会員の資
質向上を図り、家事援助等
のサービスの向上を図っ
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。

　　　事　業　内　容 方向性№ 　事業名課名 平成１８年度事業計画評価今後の展開の方向 平成１７年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

２　子育てと仕事の両立支援

（４）　放課後児童対策の充実

青少年育
成課

☆
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

宝塚第一小学校の児童数増
に対応するため、同校敷地
内に育成会室を建設した。
また、中山桜台小育成会は
年度途中から入所希望者が
定員をオーバーしたため隣
接する教室を確保し８０名
まで定員を拡大した。

宝塚第一小育成会室の建設
など予定していた施設の整
備は完了したが、地域児童
育成会への入所児童が全体
的に増加し、地域的な偏在
と相まって学校の余裕施設
がなくなっており本事業だ
けでは待機の解消が困難と
なってきている。

入所児童数の増加による待
機児童解消に向け他施策と
の連携の模索及び児童の安
全対策に伴う保育時間の延
長について保護者等と協議
を行いその方向を見いだし
ていく。

青少年育
成課

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

長尾小学校地域児童育成会
の待機児童２０名中、１０
名の参加により、夏休みの
期間、お盆期間と土曜・日
曜日を除く２９日間の自主
保育事業の実施に対し助成
した。

保護者が勤務等で昼間家庭
にいない児童に対して、１
人で過ごす時間の長い夏休
み期間に適切な遊びや生活
の場を与え、児童の安全な
居場所を確保した。

待機児童が多い長尾小、長
尾南小地域児童育成会を含
む東部地区と、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、複数の場所に於いて
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。

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（社会教
育課）

★ 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（Ｐ72参照） 新規

　　　事　業　内　容 方向性課名 № 　事業名 平成１８年度事業計画評価今後の展開の方向 平成１７年度実績
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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。　　　Ｈ１８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」や地域の
教育力を生かして地域に開
かれた学校園づくりを推進
することができた。
１校園あたり平均29.2名の
人材を活用した。（個人
551名、団体65団体879
名）

地域の教育力や人材を生か
した「みんなの先生」制度
を充実させることができ、
各学校園が夢と希望あふれ
る特色と魅力ある学校園づ
くりを進めることができ
た。

「みんなの先生」等、地域
の教育力を生かして地域に
開かれた信頼される学校園
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。

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％

市内中学校２年生が取り組
む。参加生徒数１８５９名
５月１６日から４週間にわ
たって養護学校を含む全１
３校で実施した。

職場体験活動を中心に活動
し、「自分さがし」の取り
組みとして有意義な活動と
なった

昨年度同様市内中学２年生
が取り組む
生徒数1632名
5月22日から3週間で養護
学校を含む全13中学校で実
施

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。

パスポート１，６００部印
刷、チラシ３０，０００枚
印刷

市広報で市内在住市外私立
小中学校に通う子ども達に
希望者配布の周知ができ
た。

前年に同じ

学校教育課

3104 自然学校・
転地学習

小学５年生、中学１年生または２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。

小学校５年生・中学１年生
を対象に、全小・中学校で
実施した。

人や自然、地域社会とふれ
あい、さまざまな体験活動
を通して「生きる力」を育
めた。

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。

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。

松江市立第三中学校の生徒
会が宝塚第一中学校を訪
問、また高司小学校が松江
市立中央小学校を訪問し、
教育交流を深めることがで
きた。

姉妹校との教育交流を通し
て教育成果を高め、友好を
深めることができた。

平成１８・１９年度は安倉
小学校、高司中学校が松江
市の公立小学校、中学校と
交流予定。

学校教育課

3106 障害児教育
推進

なかよし運動会・ふれあい作品展・自然
体験活動を実施する。

継続 安全に配慮しながら、さ
らなる内容の充実に努め
る。

なかよし運動会６月１８
日。ふれあい作品展２月３
日～８日。自然体験活動６
月２２日～２３日実施。

市内在住の障害のある幼
児、児童、生徒の交流を深
めることができた。

なかよし運動会６月１０
日。ふれあい作品展２月２
日～７日。自然体験活動６
月１３日～１４日実施予
定。

方向性 平成１８年度事業計画今後の展開の方向 評価　事業名 　　　事　業　内　容課名 № 平成１７年度実績
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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

3107 障害児教育
推進北海道
派遣

障害児学級及び養護学校の中学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。

８月２２日～２７日実施。
１９名の生徒が参加。

未知の体験を通し、自立に
向けての自信を持ち、生き
る力を身につけることがで
きた。

８月２１日～２６日実施予
定。２７名の生徒が参加予
定。

教育相談
課

3108 特別支援教
育推進事業

  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

巡回相談は７２回実施し
た。学習支援員のボラン
ティアについては、２名の
児童生徒について配置し
た。

昨年度と比較すると巡回相
談は１．６７倍の利用が
あった。学校により偏りが
あるのと、中学校の利用が
少ないことが課題。学習支
援員については、希望の
あった難聴の児童生徒に対
し、学校のニーズに合わせ
て配置することができた。
謝礼については検討が必要
である。

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。

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。

２名の生徒に対して院内学
級を開設した。

長期入院の生徒に対して、
学習の機会を確保すること
ができた。

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。

学校教育
課

２名の児童生徒に対して院
内学級を開設した。

早急に教員を配置すること
ができた。

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。

市立病院

２名の生徒に対して院内学
級を開設した

２名の生徒に対して院内学
級を開設することにより入
院児童に対し教育の機会を
提供することができた。

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。

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・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
参加補助を実施した。

様々な発表会、展示会、競
技会を通して、学校間の交
流が深まり、協力し合う体
制が育ってきた。

・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。

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。

・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
を実施した。

生徒にとって特技を生かし
たり、自分の能力を生かす
場となり、さらなる励みと
なった。

・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
を実施する。

今後の展開の方向 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画　事業名 　　　事　業　内　容課名 № 評価

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
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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
実施した。

生徒にとって、活動成果の
発表の場として価値のある
体験であり、集団の一員と
しての自覚を深め、協力す
ることができた。

・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。

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

新規に来日した日本語の不
自由な児童・生徒への母語
を解するｻﾎﾟｰﾀｰ、日本語教
育専門ｻﾎﾟｰﾀｰを学校に派遣
し、新しい生活・学校への
適応を支援した。

日本語の不自由な子ども、
教員、保護者から喜ばれて
いる。

子どもが日本語ができるよ
うになっても、保護者と学
校側が意思疎通が困難な場
合は、サポートする。

青少年育
成課

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。

少年音楽隊発表会をはじ
め、各種イベントへの出
演、平素の練習等

練習時や発表会等の終えた
後の達成感、仲間との協調
等、情操教育に寄与

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、発表会などの活
動の場を提供していく。

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。

年間１８回開催 情報交換及び課題の共有化
を図れた

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。

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１
１校、高校３校、養護学校
１校
目標値（Ｈ２１）
　全校で実施

・自由活動３３校(小学校２
１校、中学校９校、養護学
校１校、高等学校１校）・
選択活動３校（小学校２
校、中学校１校）

・地域の老人会やボラン
ティアとの交流や講師とし
て招く学習活動が増えてい
る。・総合学習を活用し１
つのテーマを深く継続的に
掘り下げ理解を深めてい
る。

・指定校４０校目標(自由活
動３５校１，０５０，０
０、選択活動５校２５０，
０００）・選択活動選択校
へ事例集作成の協力依
頼。・当事者との直接の出
会い、地域住民・団体との
学習を継続して働きかけ
る。

今後の展開の方向 平成１７年度実績課名 № 　事業名 平成１８年度事業計画方向性　　　事　業　内　容 評価
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　　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・養護学
校で実施した。

開かれた学校園づくりと保
護者や地域住民等の意向を
学校教育に反映し、信頼さ
れる学校園づくりを推進し
ている。

全市立幼・小・中・養護学
校で実施する。

（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。

宝同協就学前部会におい
て、公開保育や実践発表を
通じて交流を図った。

互いの取り組みをとおして
共に学ぶ機会となった。

平成１７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。

・幼・保・小の連携の必要
性を感じ、各幼稚園で実践
できた。

連携についての必要性を認
識し、少しずつではあるが
交流や研修を進めていこう
とする意識が高まってき
た。。

・幼稚園研修の中に積極的
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。

・検討委員会を定期的に開
催することができた。

・検討委員会を定期的に開
催し、宝塚市においてふさ
わしい預かり保育の在り方
について考えることができ
た。

・　検討委員会を計画的に
行ないながら、宝塚市にふ
さわしい内容を決定する。
その後モデル実施園を選定
し、実施に向けての準備に
かかる。

平成１７年度実績今後の展開の方向

今後の展開の方向№ 　事業名

平成１８年度事業計画課名 № 　事業名

平成１８年度事業計画課名 　　　事　業　内　容

方向性

評価

評価

方向性

　　　事　業　内　容

平成１７年度実績
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（３）　男女平等教育の推進

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。

男女共同参画推進講座「歴
史に生きた女性たち」「お
金に強いワタシになる！」
「自分を好きになる！自分
を表現する！」、エンパワ
メントリーダー養成講座、
フェスティバルで各種講座
実施。

左記の講座を実施すること
で、男女共同参画の促進を
図るための拠点施設として
の機能を果たすことができ
た。

引き続き、男女共同参画社
会の進展や市民のニーズに
あった各種講座等の事業を
実施する。

人権教育
課

3302 全教育活動
の見直し

継続 男女共生教育教職員資料
「自分らしく生きる」を改
訂せず

男女共同参画プランの改訂
がないため改訂せず

男女共同参画プランの改訂
を生かした男女共生教育教
職員資料の改訂をおこなう

保育課

宝塚市人権保育基本方針に
基づき、一人一人の子ども
の人権を大切にする保育を
すすめてきた。同時に保育
所職員を対象に人権研修を
実施し、人権を尊重するか
かわり等学びながら、意識
啓発をおこなった。

研修をとおして自身の気付
きや他者への啓発の大切さ
を学んだ。

平成１７年度と同様継続実
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、ニーズ
に合った研修テーマを設
け、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 継続 教育図書購入 市内教職員に向けイントラ
ネットにて紹介した。

男女平等教育に適した資料
の収集・紹介を行う。

人権教育
課

教育研究
課

3304 継続 現職研修会の中で他の研
修課題と調整の上実施し
ていく

現職研修で「男女共生教
育」の講座を実施した。

「相談室から見える女性問
題」をテーマに女性教員の
参加が多かった。

現職研修で「男女共生教
育」の講座を実施予定。

人権教育
課

教育研究課の１講座として
実施したが、人権教育課と
しては実績なし

教育研究課と協力して実施
する

社会教育
課

家庭教育講
座の実施
（再掲）

№5202の再掲（Ｐ75参照） 継続

中央公民
館

家庭教育講
座の実施
（再掲）

№5202の再掲（Ｐ75参照） 継続

平成１７年度実績

教職員に対
する研修の
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）

平成１８年度事業計画評価

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）

今後の展開の方向課名

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。

№ 　事業名

教材・資料
の収集と活
用、教育内
容の充実

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。

　　　事　業　内　容 方向性

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。
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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

環境管理
課

3401 宝塚こども
環境会議

継続 同左 第一小学校、西山小学校、
売布小学校が参加

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

青少年育
成課

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。

平成１７年８月２３日に第
６回子ども議会を実施。小
中高校生合わせて５２名の
児童・生徒が参加

参加した子ども議員には市
長・教育長と直接、やり取
りができる貴重な場（経
験）となっている。

本会議形式を継続し、子ど
もの意見表明の機会を設
け、今後のまちづくりにも
活かしていく

子育て支
援課

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 － － 事業は宝塚ＮＰＯセンター
に委託して実施。
場所、開催時期は未定。

　　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

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

リーフレットを１，８００
部印刷し、中学校１年生に
配付した。

リーフレットの配付によ
り、人権を尊重し、人権感
覚豊かな子どもの育成に取
り組めた。

庁内印刷によりリーフレッ
トを作成し、中学校１年生
に配付する。

社会教育
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20クラ
ス・家庭教育学級22学級で
人権をテーマにした自主的
学習会を実施また教育委員
会とＰＴＡの共催による研
修会のうち、5小学校で人
権をテーマにした内容を実
施。

計画どおり実施した。 ファミリースクール・家庭
教育学級・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し、
子どもの人格・人権に関す
る学習機会の提供を図る。

課名

№

方向性

・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。

　事業名

３小学校が環境展において
学習の成果を発表するとと
もにこども環境会議に参加
することにより環境につい
ての学習がより深められ
た。

小学生を対象に環境学習を支援する。そ
の学習の成果を環境展におけるフォーラ
ムにおいて発表し、市長との環境会議に
参加することにより、子どもの視点での
環境都市づくりを考える。
（環境管理課が主所管課）

№ 平成１７年度実績

平成１７年度実績 平成１８年度事業計画

評価

評価

今後の展開の方向 平成１８年度事業計画

課名 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性

　　　事　業　内　容

今後の展開の方向
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　　②　子どもの権利擁護の確立

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。

未実施。 「児童の権利」というテー
マを男女共同参画と関連づ
けて講座等のテーマとする
ことが困難な面もあり、実
施できなかった。

・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。
「児童の権利」に関連した
テーマ設定での事業の実施
についても検討する。

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

継続 ・きらきら通信等情報誌
に掲載

・主催講座等の参加者の親
子の声をきらきら通信に反
映掲載した。

・親子の様子や、子どもの
思いや親の思い等を、通信
などを通して啓発を図っ
た。

子育て情報紙等で、さら
に、子どもや子育て中の親
子の姿から、子どもの思い
をくみ取り掲載を推進す
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。

人権文化センターだより及
び文化祭での展示等で子ど
もの「つぶやき」を広く伝
えた。

人権文化センターだより及
び文化祭での展示等で子ど
もの「つぶやき」を広く伝
えた。

継続実施

保育課 子どもの人権を守りながら
「一人一人を大切にする保
育」の実践を行うととも
に、子どもの「つぶやき」
を保育所だよりやクラスだ
より等で紹介し保護者に伝
え、子ども自身が権利の主
体者であることの気づきを
促した。

日々の子どもの様子を保護
者にに伝えることで、子ど
もの心を理解する契機と
なった。

平成１７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。）

教育総務
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。

「教育のページ」に幼稚園
現場から発信した。

今後も継続 引き続き「教育のページ」
から発信する

学校教育
課

・定期的に幼稚園の様子を
広報紙を通じて市民に広め
た。

・広報紙を通じて幼稚園か
らの情報の発信ができ、幼
稚園の特色を伝えることが
できた。

・引き続き，広報紙を通じ
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

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 評価

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。

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画
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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）

実施せず － ・関係機関の支援担当職員
の意識啓発及び支援者のｽｷﾙ
ｱｯﾌﾟ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

人権教育講座の受講や保育
所職員人権研修を実施し、
意識啓発を図った。

研修に参加することで意識
啓発が図れた。

平成１７年度と同様に継続
実施（引き続き、研修を実
施し人権保育推進のため、
職員の意識啓発を図ってい
く。）

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｡

実施せず － 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。

子育て支
援課

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。

庁内で子ども施策の検討会
を開催。

基本的方向性について、一
定の共通認識をもつことが
できた。

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

ケース会議に参加し情報交
換を行う中で個々のケース
についての取り組みについ
て協議した

個別児童生徒の状況を把握
するとともに、学校が的確
な対応がとれた。

学校教育
課

　　③　いじめ・不登校などへの対応

教育相談課

3407 訪問指導員
の活動、訪
問ボラン
ティア「Pal
ふれんど」
派遣

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
れんど登録数：５５名・訪
問家庭数：３６
今後も継続

・Ｐａｌふれんど登録３９
名
・訪問家庭数２３件
・訪問回数１４０３回

・Ｐａｌふれんどが家庭訪
問し、勉強や遊びを通して
人間関係を築きつつ、自立
支援をおこなっているが、
学校への登校が増加した
り、進学できたりと自立へ
と繋がっている

訪問指導員４名。Ｐａｌふ
れんど登録者数４３名。

教育相談課

3408 適応指導教
室運営

不登校問題の解消に向けて、適応指導教
室の運営を行い、集団復帰のための支援
を行う。

継続 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

・適応教室参加状況〈小学
生５名、中学生４０名〉

・適応教室のスタッフ等と
人間関係を築くながで、自
分自身に自信をもちなが
ら、学習や集団活動に打ち
込めたり、学校復帰に繋
がったりしている

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。

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１８年度事業計画方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価

課名 № 　事業名 方向性　　　事　業　内　容 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画評価今後の展開の方向
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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

教育相談課

★
3409

子ども支援
サポーター
配置事業

一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこ
しがちな児童生徒に個別指導できる心理
相談員・別室登校指導員を派遣する。

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８名〈前期１
３校、後期１５校に配置〉
・別室登校指導員４名〈前
後期とも７校に配置〉

・サポーターが寄り添うこ
とで、児童生徒にとって、
信頼できる人間関係のなか
で、学び方や生き方を学ぶ
ことができている

心理相談員８名、別室登校
指導員４名、計１２名を小
中学校に派遣する。さら
に、コーチングサポーター
を中学校に派遣する。

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・
冬季は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。

年間延べ１２００回を超え
る補導活動を実施し、約６
００件の補導を行った。ま
た、各機関とも常に連携し
て補導活動を行った。さら
に、補導委員による「愛の
一声」活動も年間８０００
回を超え、青少年を地域か
ら地道に見守る活動を実施
した。

計画をほぼ実施した結果、
街頭での溜まりが減少し
た。

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。

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、６
７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、８
０か所に懸垂幕設置。
「わかば」毎月１回発行

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
を通じて情報を発信した
り、青少年センター機関紙
「わかば」（月刊）、活動
記録冊子「あゆみ」（年
刊）を発行した。

 計画をほぼ実施できた 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
を通じて情報を発信した
り、青少年センター機関紙
「わかば」（月刊）、活動
記録冊子「あゆみ」（年
刊）を発行して、時宜に
叶った啓発を行った。

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

毎月１回計１２回の定例会
を実施し、延べ５０７件の
ケースについて検討実施。

計画をほぼ実施した結果、
関係機関との連携が充実し
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。

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。

学校・ＰＴＡ・補導委員が
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回開催し、青
少年の動向についての情報
交換や連携の強化に努め
た。生徒指導連絡協議会等
にも多数出席した。

計画をほぼ実施した結果、
非行防止の取り組みが充実
した。

学校・ＰＴＡ・補導委員が
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。

今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価 平成１８年度事業計画方向性課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容
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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

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

平成１７年度は計１０６件
の面接相談を実施。継続的
な面接相談を実施。

継続的な面接相談により方
向性が見いだせたケースが
あった。

学校からの要望による児童
生徒に対する個別指導も実
施

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。

平成１７年度は計２３７件
の電話相談を実施。

本人からの相談が４割を越
えた。

相談者本人からの専用電話
回線の啓発を実施

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 青少年センター相談室に
て、別室指導を援助する。

別室指導の援助を実施でき
た。

学校からの要望による児童
生徒に対する指導を実施。
学校との十分な連携を図り
別室指導の援助を実施。

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

追指導連絡協議会を年４
回、追指導研修会を年２回
開催し、中学校卒業者につ
いての情報交換や、退学・
離職の防止、無職少年の非
行防止等についての効果的
な施策の研究を行った。ま
た、市立中学校卒業生の全
進学先１４９校に対して郵
送による追跡調査を年２
回、３８校に対して訪問に
よる追跡調査を年１回行
い、情報を収集して退学防
止に努めた。平成１７年度
の宝塚市の離職・退学率は
２ ８％となっている

中学校卒業後の進路の様子
をかなり把握できている。

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。

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 人間尊重の精神を根幹に
据えた教育活動の一環と
して、参考資料策定を検
討する。

作成できていない。 生徒指導連絡協議会での情
報交換等は実施できてい
る。

平成１８年度以降、参考資
料作成に向けての事業は実
施しない。

教育相談
課

★
3419

スクールカ
ウンセラー
配置事業

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

全１２中学校に配置され
た。

児童生徒・保護者・教職員
の活用が積極的であった

全１２中学校と２小学校に
配置された

平成１８年度事業計画評価今後の展開の方向 平成１７年度実績課名 № 　事業名 方向性　　　事　業　内　容
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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

教育相談
課

3420 教諭への研
修実施

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。

継続 学校カウンセリング講座年
３回実施現職研修会内容
・子ども理解と個性の尊重
・教職員のメンタルヘルス

・学校現場のニーズに添っ
た研修会なので、参加者も
非常に多く、評価も高かっ
た。

学校カウンセリング講座年
３回実施（内：現職研修会
として２回実施）

教育研究
課

「子どもの理解」　現職研
修会で２講座を実施した。

軽度発達障害の講座には１
７６名の参加者があった。

現職研修会で２講座を実施
する予定

学校教育
課

教育相談
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。

市民や教職員等からのニー
ズが非常に高く、相談受理
件数も平成１６年度より６
０件増となり、３５４件の
相談に応じている。しか
し、相談員（専門家）の対
応する人数不足が今後の大
きな課題である

・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。
・新たに幼稚園巡回カウン
セリング事業を立ち上げ、
月１回公立幼稚園へ相談員
を派遣し、子育ての悩みを
もった保護者の相談に応じ
る。

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容

現況（Ｈ１６）
学校カウンセリング講座
3回（内2回は現職研と
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。

平成１８年度事業計画

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）
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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－１戸　１４．０倍
秋－１戸　２５．０倍

２０歳未満の子を扶養する
母子（父子）世帯の優先入
居を図っている。

春－１戸　２４．０倍
秋も設定の予定。

　　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
例に基づく特定施設建築等
届６８件、特定施設工事完
了届５０件、適合証８件

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、障害者、高
齢者が安心して外出できる
まちづくりが進みつつあ
る。

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。

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。

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１８年１月、窓口サー
ビス課横に設置した。

乳幼児連れ来庁者の利便性
が向上した。

－

　　　事　業　内　容

今後の展開の方向課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性

課名 № 　事業名 今後の展開の方向方向性 評価

評価平成１７年度実績

平成１７年度実績 平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画
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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

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１
０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%

阪急清荒神駅構内バリアフ
リー化助成
　

　
　
超低床ノンステップバス購
入補助　　大型２台

阪急清荒神駅構内バリアフ
リー化の完成
　

　
　
超低床ノンステップバス
大型２台の配備

補助採択要綱該当駅は完了

超低床ノンステップバス購
入補助　　大型１台

　　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

交通バリアフリー重点整備
地区
（逆瀬川駅周辺）における
菜切橋
歩道橋拡幅整備概略設計業
務を実施した

整備目的に沿った報告書等
の作成ができた。

交通バリアフリー重点整備
地区
（逆瀬川駅地区）整備・
菜切橋歩道橋拡幅整備詳細
設計

道路政策
課

エレベーター設置地質調査
委託

エレベーター設置地質調査
の完了

補償建物等調査委託、駅前
広場詳細設計委託、エレ
ベーター設計委託、エレ
ベーター設置工事（１基）

道路保全
課

・単価契約工事による歩道
改良延長Ｌ＝517m
・市道鹿塩人線歩道改良工
事：繰越

・県公安委員会とも協調し
ながら、信号設置に伴う交
差点改良を実施するなど、
一定の成果をあげた。事業
進捗率40%

・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。

　　　事　業　内　容

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容

課名 　事業名№ 方向性

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価

平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画

今後の展開の方向 評価平成１７年度実績
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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

防犯交通
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

２２校１４０カ所と無償契
約
契約校への指導講習を１４
回実施、参加人数は６４０
人

市立小学校ＰＴＡに無償委
託し、学童の横断歩道の渡
り方を指導してもらい、交
通の安全を図った。
特に危険な交差点等につい
ては警察官の立ち寄り指導
を実施してもらった。

２２校１５０カ所と無償契
約

防犯交通
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

うさちゃんクラブの交通安
全教室を年間95回実施、参
加人数は4118人（保護者
等を含む）

従来の交通安全指導に加
え、「知らない人について
行かない」「恐い時は大声
で助けを呼ぶ」と防犯講話
も行った。

交通安全・防犯教室の開
催。

防犯交通
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

幼児・小学生を対象とした
交通安全教室を年間３１回
実施、参加人数は
３４８９人（保護者等を含
む）

従来の交通安全指導に加
え、「知らない人について
行かない」「恐い時は大声
で助けを呼ぶ」と防犯講話
も行った。

交通安全・防犯教室の開
催。

防犯交通
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

地域を対象とした交通安全
教室（自転車教師含む）を
年間９２回実施した。参加
人数は３４４０人

高齢者、小学生を対象とし
た自転車安全運転競技大会
を開催し、安全運転リー
ダーとなり啓発してもらっ
た。

地域における自転車教室の
開催等

防犯交通
安全課

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
等を行った。これに対する
事業補助金を交付した。な
お、活動に対する寄付金が
市にあり同額を追加交付し
た。

支・宝塚警察署等と連携し
て地域の防犯活動に寄与し
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
等を行った。これに対する
事業補助金を交付してい
く。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容課名 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価 平成１８年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　①　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

防犯交通
安全課

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、警察からの不審者情報な
ど、子どもの「安全と安心」に関する緊
急情報や、災害時の災害情報を、場所を
選ばず迅速に配信するシステムを開始す
る。

新規 年度末現在の利用登録者数
　緊急４７５１件
　お知らせ２１５６件
緊急情報配信数１５９件

「ひょうご防災ネット」シ
ステムを利用している団体
としては、他より利用登録
者数が多い。
不審者発生等の情報につい
て、同時に同じ情報が利用
者に配信され、とりわけ児
童の保護者の関心が高いよ
うである。

緊急情報と緊急気象情報に
ついて、６月１５日より日
本語閲覧に加え、英語、各
国・朝鮮語、ベトナム語、
中国語、ポルトガル語でも
閲覧が可能になる。
利用者の拡大と有効な情報
配信

防犯交通
安全課

4207 アトム防犯
パトロール

　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。

登録団体延べ５３グループ
　たすき２００本作成

空き巣犯罪が多く発生して
おり、散歩グループや犬の
散歩グループなどを含めた
防犯グループの活動もあ
り、多くの人の目で犯罪を
抑止する効果がある。

防犯グループ立ち上げ支援
及び育成
　たすき５００本作成

防犯交通
安全課

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。

アトム１１０番連絡車１８
２台

アトム１１０番パトロール
車３台（防犯交通安全課１
台、青少年センター２台）
を６月１日にスタートし、
市立小学校の下校時の安全
パトロールを実施した。
　マイク・スピーカー設置

下校時に学校に立ち寄り、
児童に安全な下校を呼びか
けることで、アトム１１０
番パトロール車の存在が浸
透してきた。
また、同時にひったくり、
空き巣、車上狙いに対する
防犯広報を行っている。
地域の防犯活動にも同行し
ている。

宝塚郵便局集配車（車・バ
イク）３００台へのアトム
１１０番連絡車の拡大
　ステッカー作成

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

平成１８年３月現在、市内
約２１５０ヶ所の個人住宅
や事業所に「アトム１１０
番連絡所」プレートを掲
示。「アトム１１０番連絡
所」への駆け込み件数は年
間１件。下校時の在宅の確
認を実施。

緊急時のアトム１１０番連
絡所の実効性が再確認され
た。

継続実施
「アトム１１０番連絡所」
数の拡大（目標２２５０ヶ
所）
アトム１１０番連絡所の更
なる有効性について検討す
る。

№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１８年度事業計画課名 今後の展開の方向 評価平成１７年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　①　子どもの交通安全を確保す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、被害の最小限化を
図るための体制の整備。

継続 平成１７年度新設なし。 - H17年度に同じ

保育課

なし － 予定なし

子育て支
援課

平成１７年１１月に開設し
た、市立西谷児童館に県警
ホットラインを設置した。

防犯体制の整備が図れた。 平成１８年度は予定なし

療育セン
ター

なし なし 平成１８年度は予定なし

保育課

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、被害の最小限化を
図るための体制の整備。

継続 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２園にオート
ロック門扉を設置した。
（仁川・山本南）

オートロック門扉の設置に
より、安全性が確保され
た。

市立保育所２園にオート
ロック門扉を設置する。
（めふ・逆瀬川）

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
償貸与した。

小学校・中学校全児童生徒
及び幼稚園の園児数を無償
貸与し、子どもたちの安全
な生活を送る方策の一つと
なった。

小学校新１年生に対して無
償貸与。

平成１８年度事業計画評価課名 № 　事業名 方向性

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。

今後の展開の方向　　　事　業　内　容 平成１７年度実績
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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

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。

継続 県警ホットラインでの通報
訓練を兼ねた教職員向けの
防犯訓練を実施した。

学校安全に関する教職員の
意識の高揚、いざというと
きの対処法の習得等、意味
の深い内容であった。

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。

保育課

研修を受けることで危機管
理の意識が高まった。

子育て支
援課

療育セン
ター

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。

平成１７年度は、ため池点
検は実施せず。学校、補導
委員、地域等からの危険箇
所の通報に迅速に対応。

公園の危険箇所等の通報に
対して迅速に対応した。

学校、補導委員、地域等か
らの危険箇所の通報に迅速
に対応。

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。

東消防署

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。
（児童福祉施設については、保育課が主
所管課）

児童福祉施設（保育所、療
育センター、児童館等）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。

平成１７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。）

№ 方向性　　　事　業　内　容　事業名 今後の展開の方向

４月から新たに、ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の
取り扱いを含んだ講習会を
開催する。

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。

受講者が平成16年より
1,117人の増となり、応急
手当の関心が高まってき
た。

平成１7年中の応急手当普及
講習受講者数は、普通・上
級救命講習1,522名、その
他の講習2,412名であっ
た。

評価平成１７年度実績課名 平成１８年度事業計画
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　　　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

４　安全・安心の子育て環境

　　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（Ｐ66参照） 継続

青少年セ
ンター

電話相談
（再掲）

№3415の再掲（Ｐ66参照） 継続

青少年セ
ンター

継続指導
（再掲）

№3416の再掲（Ｐ66参照） 継続

教育相談
課

★ スクールカ
ウンセラー
配置事業
（再掲）

№3419の再掲（Ｐ67参照） 継続

子育て支
援課

家庭児童相
談室事業
（再掲）

№1113の再掲（Ｐ48参照） 継続

№ 　事業名課名 方向性　　　事　業　内　容 評価平成１７年度実績今後の展開の方向 平成１８年度事業計画
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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。

左記の理由により、新設の
実績無し。

状況に変わりなし。 今後も児童増の傾向は続く
うえ、施設老朽化等の本来
の整備の必要性はますます
増加している。
当分の間は地域利用施設の
整備は困難な状況が続くと
思われる。

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。小学校区単位
で設立のスポーツクラブ
に運営を任せることも検
討。

体育館・運動場登録団体２
３８団体、プール開放参加
児童３０，０３４人。

体育館・運動場について
は、希望者が多く、施設が
不足気味。また、スポーツ
クラブと既存スポーツ団体
との調整が難しい。プール
開放については、指導員の
確保が問題になっている。

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（Ｐ46参照） 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。

約３００日開室、１５，２
５７名利用

図書を通じて、青少年の健
全育成や交流に寄与した。

継続実施

人権文化
センター

活動拠点の
整備（再
掲）

№1103の再掲（Ｐ46参照） 継続

青少年育
成課

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。

サマーキャンプは西谷の少
年自然の家で実施し７３名
の参加があった。夢まつり
は内容を見直し、大阪府泉
南の田尻港で漁業体験と関
空施設見学を実施した。

事業の見直しによりサマー
キャンプを日帰りとし会員
多数の参加を得た。また、
漁業体験は新鮮な感動があ
り参加者の満足度は高く子
ども会活動に寄与できた。

サマーキャンプ、育成者研
修等を計画し、阪神大震災
直後に始まった夢まつりは
子ども会結成４０周年記念
事業として実施する。

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。

市内６８団体の単位子ども
会に対し、活動補助を行っ
た。

わずかではあるが各団体に
補助金を交付し、子ども会
活動に寄与できた。

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。

課名 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容 評価方向性 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

　　  ①　身近な子どもの居場所づくり（小学校区単位）

いきがい
福祉課

民生児童委
員活動補助
（再掲）

№1330の再掲（Ｐ56参照） 継続

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

集う活動、親のマンパワメ
ント活動新規立ち上げ支援
2グループ

子育て支援グループ立ち上
げについて支援している
が、悩み相談や情報交換等
の場が必要

子育て中の母親・子育て支
援グループを対象とした”
子育てぶっちゃけ会”を各
地区7箇所で開催。
子育て専門職にも参加を呼
びかけ情報を共有する場と
する。

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（社会教
育課）

★
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

9小学校での放課後ひろば
（地域子ども教室）を実施
し、ほかに児童館や公民館
での事業を実施した。

ほぼ計画どおりに実施でき
た。

小学校での放課後の居場所
を中心に実施する。
実施箇所としては10箇所を
目標とし、継続的な活動を
目指す。

　　　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）

子育て支
援課

★ 地域児童館
整備事業
（再掲）

№1106の再掲（Ｐ46参照） 拡充

子育て支
援課

地域児童館
運営事業
（再掲）

№1107の再掲（Ｐ47参照） 拡充

子育て支
援課

★ 出前児童館
事業（再
掲）

№1108の再掲（Ｐ47参照） 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（Ｐ47参照） 拡充

青少年育
成課

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。

各校区青少年育成市民会議
の様々なイベントをはじ
め、推進本部としても青少
年健全育成大会や凧あげ大
会等を実施

左記記載のとおり（青少年
健全育成のために事業を実
施）

推進本部・各校区市民会議
において、各種の青少年健
全育成を図るための活動を
継続して実施する。

平成１７年度実績 評価 平成１８年度事業計画

平成１８年度事業計画評価№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性課名

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容

平成１７年度実績今後の展開の方向

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

　　　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）

子育て支
援課

5108 大型児童セ
ンター（セ
ンター機
能）整備・
運営

拡充 ・利用状況
（小学10203､中学
10126､高校等9315､世代
間交流1800 計31444)
・財団法人ぷらざこむに対
し、大型児童センター取得
のため３８年償還のうちの
４年目の償還金を支払うと
ともに、センターの管理運
営を市社会福祉協議会に委
託した。

平成１６年度と比較して、
中学生832人､高校生等
1415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。

・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5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。
・また、全市域を対象とし
て出前児童館事業を実施
し、地域のリーダーを育成
支援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）

・三世代間プログラム：年
少児童、中高校生、高齢者
との交流促進を引き続き
行った。
・乳幼児ふれあい事業：子
ども家庭支援センターたか
らづかとの連携による「あ
かちゃんふれあい事業」や
助産師を招いて、自分の過
去や未来を考える次世代育
成事業を行った。
・体力増進、音楽創作：バ
ドミントンクラブ等による
体力増進、３人制バスケ大
会の自主企画。音楽バンド
による定例ライブの開催
その他：中高生によるまち
づくりワークショップ事業
を実施。中高校生が様々な
視点で自分の住む街につい
て考え、地域の大人と共催
でフォーラムを開催した。

・青少年リーダー活動：昨
年以上に青少年リーダーに
よる活動が地域関係者に理
解され、地域の中で中高校
生の活動の要望や機会が増
えた。

子育て支
援課

★ 児童ふれあ
い交流促進
事業（再
掲）

№1120の再掲（Ｐ49参照） 新規

評価 平成１８年度事業計画

・青少年リーダー活動：地
域活動への充実した参画と
ともに、リーダー自身のス
キルアップのための研修を
実施させ、活動メンバーの
さらなる増加を目指す。
・三世代間プログラムの提
供：年少児童、中高校生、
高齢者との交流促進
・乳幼児ふれあい事業：子
ども家庭支援センターたか
らづかとの連携による「あ
かちゃんふれあい事業」等
の事業を継続実施する。
また、中高校生が自分の未
来について考える「達人に
学ぶ」など、将来の生き方
を総合的に考える事業を実
施。
・体力増進、音楽創作：運
動の仕方による体力増進、
音楽を通じての自己表現の
場を提供。中高校生が自主
的に関われるよう配慮。そ
の他：宝塚市内６児童館合
同まつりの開催（市内児童
館の連携と市民へ児童館の
ＰＲ）

課名 № 　事業名 今後の展開の方向 平成１７年度実績　　　事　業　内　容 方向性

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

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ＯＢ（１
８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
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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（３回）を開催 入館者数は前年度より少な
かった

企画展の開催（３回）

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。

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。

サマーキャンプ内の各種事
業を子ども達が共同作業を
行うことにより「助け合
い」の精神や、人権を尊重
する感性の醸成に寄与でき
た。

継続実施

環境管理
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

活動登録
７グループ　２４９人

環境学習・活動の報告義務
がないため、不明

自主的な環境学習・活動へ
の支援

環境管理
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 ２グループに貸出 自然環境保全の推進に寄与
することができた。

随時貸出

少年自然
の家

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。

団体数３９５団体、実人数
19,376人、延べ人数
52,150人

プログラム内容の充実や他
施設との連携及び交流をし
て利用者増になった。

継続実施

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

クリ－ンハイキングを行い
市民に自然保護の啓発を
行った。

市民に自然保護の啓発を行
ない、自然の大切さを訴え
られた。

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

数カ所の老朽化した公園の
リニュ－アルを行い、子ど
もが安全安心して利用出来
るように努めた。

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
努められた。

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。

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

鹿塩第２公園の整備を行っ
たものの、１人当たり公園
面積３．９３㎡のままであ
る。

市民１人当たり公園面積7.0
㎡を目指していたが、及ば
なかった。

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。

平成１８年度事業計画評価今後の展開の方向課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１７年度実績
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　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上

　　　イ　様々な体験の機会の提供

子どもの
居場所づ
くり推進
協議会
（社会教
育課）

★
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ＰＲ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

末広中央公園で土曜の午後
に実施。

天候や気温などの影響を受
けるため参加者数の変動が
大きい。

末広中央公園の横にある末
広体育館敷地内を使って冒
険体験型のプログラムを検
討する。
事業のＰＲ活動を支援し、
参加者の増加を図る。

（２）　家庭教育の推進

社会教育課

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20クラスを
開設し、自主的な学習の場
として親と子どものふれあ
いの場となった。

計画どおり実施 家庭教育学級22学級、ファ
ミリースクール17クラスを
開設する。

社会教育
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 家庭教育に関する講演会を
３回実施。
テーマは①子どもとあそび
を考える②子どもが親に求
めるもの③笑って学ぶ現代
の子育てのコツ

計画どおり3回実施。
関係各課の連携で学習機会
を提供するには至っていな
い。

家庭教育に関する講演会を
テーマ別に３回程度実施す
る。

関係各課と連携した学習機
会の提供を図る。

中央公民
館

実施できなかった。 - 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。

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。

・フリートーク（２５回実
施）
・子育て支援講座「気持ち
が楽になる、子育てのヒン
ト（２回）」を実施

事業の実施により、子育て
中の女性の不安解消に寄与
できた。

・フリートーク（２２回実
施予定）
・子育て支援講座（２回実
施予定）

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 評価 平成１８年度事業計画

今後の展開の方向 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画評価№ 　事業名課名 　　　事　業　内　容 方向性

平成１７年度実績方向性 今後の展開の方向

・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。
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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

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（Ｐ49参照） 継続

教育相談
課

教育相談
（再掲）

№3421の再掲（Ｐ67参照） 継続

子育て支
援課

きらきら子
育て講座

№1118の再掲（Ｐ48参照） 継続

子育て支
援課

親子ふれあ
い講座

№1119の再掲（Ｐ49参照） 新規

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。

子育て教室及び子育て講演
会を実施し、子どもの健全
育成親子関係について学習
を行った。

「園児おはなし会」を通
じ、子ども達の情操教育に
寄与できた。講座受講生や
参加者に子育ての情報・知
識を伝えることが出来た。

継続実施

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。

ＰＴＡ協議会が発行する広
報紙発行事業に対して社会
教育関係団体補助金を交付
した

計画どおり実施 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。

各人権文化センターで、学
期に１回程度子育て学習
会、地域懇談会、幼児教育
学習会を開催した

各学習会を通じて保護者同
士の子育てについての交流
を図ることができた。

各人権文化ｾﾝﾀｰにおける人
権教育文化事業運営委員会
で協議の上で、子育て学習
会、地域懇談会、幼児教育
学習会を学期に１回程度開
催する。

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、乳幼児検診時に図書館
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。

西図書館

健康推進
課

乳幼児健診において、図書
館の利用案内やおすすめ絵
本の紹介チラシを配布し
た。

乳児期から本に親しむため
の情報提供を行った。

平成１７年度と同様に実施

平成１７年度実績

乳幼児検診時に配布する図
書館の利用案内やおすすめ
本の紹介ペーパーの原稿を
作成した（印刷・配布は健
康推進課）しかしながら本
来のブックスタートとよべ
る段階にまで、予算、人員
的な課題がありできていな
い。

今後の展開の方向 評価№ 　事業名課名 　　　事　業　内　容 方向性

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、乳幼児検
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。

平成１８年度事業計画
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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。

視聴覚教材ビデオを４４本
購入した。

ニーズに応じた視聴覚教材
が整備されつつある。

視聴覚教材ビデオ及びＤＶ
Ｄの整備充実に努める。

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。

会場使用料の免除と講師等
の謝金を支出した。

計画どおり実施 会場使用料の免除と講師等
の謝金を支援。
学校外活動を地域を主体に
して実施。

青少年育
成課

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。

単位子ども会への補助を含
め、青少年育成関係団体の
それぞれの事業活動に対し
て補助を行った。

市からの補助が当該団体の
事業活動に寄与している。

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。また、４年に１
回開催される日本ジャンボ
リー大会参加する日本ボー
イスカウト宝塚地区に対し
て補助を行う。

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。

利用者数２，１４６，９５
８人。（財）宝塚市スポー
ツ教育振興公社に管理運営
を委託して、運営を行っ
た。

市民にスポーツ及びレクリ
エーションの場を提供する
ことにより、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
発達に寄与した。

指定管理者制度を導入し、
指定管理者として（財）宝
塚市スポーツ教育振興公社
に管理運営を委託して、運
営を行う。

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、２５の
市民スポーツ大会、１０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２０６万円の補助金
を交付した。

市民にスポーツに参加する
機会を提供することによ
り、心身の健全な発達に寄
与した。

（財）宝塚市スポーツ教育
振興公社に委託し、２５の
市民スポーツ大会、１０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

子供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
設立予定。クラブの自立
に向け支援していく。

４小学校区において、新た
なスポーツクラブが設立
し、全小学校区にてスポー
ツクラブが設立した。

平成１６年度限りで推進委
員会補助金が打ち切りとな
り、また、設立後５年でク
ラブへの補助金交付が終了
するため、クラブの自立へ
の支援が難しくなる。

左記事業内容にて実施す
る。

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。

参加者数８４５名。末広体
育館にてニュースポーツ体
験、体力測定等の催しを
行った。その他のスポーツ
センター内の施設の無料開
放も行った。

市民にスポーツに参加する
機会を提供することによ
り、心身の健全な発達に寄
与した。

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。

№課名 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価 平成１８年度事業計画
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（３）　生涯学習の推進

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。

参加者数２，５２９人 市民にスポーツに参加する
機会を提供することによ
り、心身の健全な発達に寄
与した。

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… 8ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
127名
 東公民館　…10ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
169名
 西公民館　… 7ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
142名
全25ｸﾞﾙｰﾌﾟ、438名受講

今後、事業の継続について
検討を要す。

　中央公民館… 9ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
14ｺｰｽ
　東公民館　… 7ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
8ｺｰｽ
　西公民館　… 6ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ　60名受講
今後の展開は未定

なし - なし
事業廃止予定

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。

児童書３，６５４冊を購入
毎月児童むけ図書館だより
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。

全体の資料費の減の中、児
童書の購入冊数も年々、減
少している。また、「子ど
もの読書活動の推進に関す
る法律」も施行され、より
よい児童サービスに向けた
創意工夫が求められている
中で集会活動等の充実を
図ってきた。

今後も継続して事業を行
う。

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。

児童書２，６６７冊を購入
毎月児童むけ図書館だより
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、
てづくりの時間、児童向け
映写会など。

全体の資料費の減の中、児
童書の購入冊数も年々、減
少している。また、「子ど
もの読書活動の推進に関す
る法律」も施行され、より
よい児童サービスに向けた
創意工夫が求められている
中で集会活動等の充実を
図ってきた。

今後も継続して事業を行
う。

国際文化
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。

実績：７件（600千円×７
件）

青少年の海外留学の促進に
寄与した。

事業継続。

青少年育
成課

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。

市内関係団体から推薦や公
募のあった成人式運営委員
により、式典の企画運営を
実施

新成人自ら企画運営に携わ
る事での運営委員への効果
やスムーズな式典実施に対
する新成人全体へ評価

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。

方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績 評価課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 平成１８年度事業計画
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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

子育て支
援課

総合的情報
誌「たから
ばこ」の発
行

№1121の再掲（Ｐ49参照） 継続

子育て支
援課

広報・情報
誌の発行

№1122の再掲（Ｐ49参照） 継続

社会福祉
協議会
（子育て
支援課）

広報・情報
誌の発行

№1122の再掲（Ｐ49参照） 継続

社会教育
課

こどもプレ
ス夢クルー
の発行

№1124の再掲（Ｐ49参照） 継続

青少年育
成課

青少年育成
市民会議の
活動育成
（再掲）

№5107の再掲（Ｐ73参照） 継続

課名 今後の展開の方向 平成１７年度実績№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 平成１８年度事業計画評価

58 ページ



　　　　　　　　　　　　　　　個　別　事　業

６　推進体制

子育て支
援課

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。

次世代育成支援行動計画推
進地域協議会を２回開催。
第１回目：Ｈ１７年度事業
計画について
第２回目：Ｈ１７年度事業
実施状況及びＨ１８年度予
算に向けて課題等

次世代育成支援行動計画に
掲げる事業の進捗状況を報
告するとともに、各委員か
らいただいた意見を次年度
予算の参考にすることがで
きた。

平成１７年度と同様に実
施。
また、子ども条例（案）に
ついても検討する。

子育て支
援課

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、事務局である子育て
支援課が主体となりつ
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。

次世代育成支援行動計画推
進検討会を２回開催。
第１回目：Ｈ１６年度実績
及びＨ１７年度事業計画に
ついて
第２回目：Ｈ１７年度事業
実施状況及びＨ１８年度予
算に向けて課題等

次世代育成支援行動計画に
掲げる、庁内各課所管事業
の進捗状況について、相互
理解を得ることができた。

平成１７年度と同様に実
施。
また、子ども条例（案）に
ついても検討する。

子育て支
援課

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 子ども条例を検討するため
に、次世代育成支援行動計
画推進地域協議会及び、次
世代育成支援行動計画推進
検討会に部会を設置した。
検討会部会はＨ１８年１月
に開催したが、地域協議会
部会は未実施。

本市の子ども条例の考え方
を整理した。

・平成１９年４月制定に向
けて、子ども条例を検討す
る。
・１０月中旬頃にパブリッ
クコメントを実施予定

課名 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 評価
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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２１園（２分園含
む）で総受け入れ数２４１
４枠を確保し、延べ２８０
０１人（月平均２３３３
人）の保育を実施した。

各保育所、入所児童数に大
差なく、概ね、定員に対し
ては充足率１００％以上で
円滑な運営がおこなわれ
た。

公私立２１園（２分園含
む）で、総定員２１３０人
に緊急枠２７５人を加え
た、総受け入れ２４０５枠
数を確保し、保育を実施す
る。

青少年育
成課

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

長尾小学校地域児童育成会
の待機児童２０名中、１０
名の参加により、夏休みの
期間、お盆期間と土曜・日
曜日を除く２９日間の自主
保育事業の実施に対し助成
した。

保護者が勤務等で昼間家庭
にいない児童に対して、１
人で過ごす時間の長い夏休
み期間に適切な遊びや生活
の場を与え、児童の安全な
居場所を確保した。

待機児童が多い長尾小、長
尾南小地域児童育成会を含
む東部地区と、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、複数の場所に於いて
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。

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。

参加者数２，５２９人 市民にスポーツに参加する
機会を提供することによ
り、心身の健全な発達に寄
与した。

左記の事業内容にて実施す
る。

子育て支
援課

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。

次世代育成支援行動計画推
進地域協議会を２回開催。
第１回目：Ｈ１７年度事業
計画について
第２回目：Ｈ１７年度事業
実施状況及びＨ１８年度予
算に向けて課題等

次世代育成支援行動計画に
掲げる事業の進捗状況を報
告するとともに、各委員か
らいただいた意見を次年度
予算の参考にすることがで
きた。

平成１７年度と同様に実
施。
また、子ども条例（案）に
ついても検討する。

子育て支
援課

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、事務局である子育て
支援課が主体となりつ
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。

次世代育成支援行動計画推
進検討会を２回開催。
第１回目：Ｈ１６年度実績
及びＨ１７年度事業計画に
ついて
第２回目：Ｈ１７年度事業
実施状況及びＨ１８年度予
算に向けて課題等

次世代育成支援行動計画に
掲げる、庁内各課所管事業
の進捗状況について、相互
理解を得ることができた。

平成１７年度と同様に実
施。
また、子ども条例（案）に
ついても検討する。

子育て支
援課

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 子ども条例を検討するため
に、次世代育成支援行動計
画推進地域協議会及び、次
世代育成支援行動計画推進
検討会に部会を設置した。
検討会部会はＨ１８年１月
に開催したが、地域協議会
部会は未実施。

本市の子ども条例の考え方
を整理した。

・平成１９年４月制定に向
けて、子ども条例を検討す
る。
・１０月中旬頃にパブリッ
クコメントを実施予定

追加事業（行動計画未掲載で、行動計画策定後、新規に追加された事業）（再掲）

課名 平成１７年度実績 平成１８年度事業計画№ 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 評価

平成１７年度
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子育て支
援課

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 － － 事業は宝塚ＮＰＯセンター
に委託して実施。
場所、開催時期は未定。

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。

センター本館の改修工事を
行う。

地域活動の拠点として広く
活用できるよう施設整備を
行った

事業終了

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。

ＰＴＡ協議会が発行する広
報紙発行事業に対して社会
教育関係団体補助金を交付
した

計画どおり実施 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）

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ｸﾞﾙｰﾌﾟ　60名受講
今後の展開は未定

なし - なし
事業廃止予定

評価 平成１８年度事業計画

終了事業（再掲）

課名 № 　事業名 　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績

課名 № 　事業名

平成１８年度

評価 平成１８年度事業計画　　　事　業　内　容 方向性 今後の展開の方向 平成１７年度実績
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