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国が指定する数値目標を定めた事業についての進捗状況 ＜平成24年（2012年）8月末現在＞

※平成23（2011）年度「実績」、平成24（2012）年度「計画」、「実績（見込）」

計画 実績 計画
実績

（見込）

2301 通常保育事業(認可保育所) 定員数 2295 2295 2385 2385 2505 2505 2505 ２１０人の定員増

低年齢児保育(0～２歳児) 定員数 917 917 957 957 1005 1005 1001 (通常保育事業の内数)

設置個所数 21 21 22 22 23 23 23

定員数 295 295 308 308 320 320 320

設置個所数 0 0 1 1 1 1 1 新規実施を目指す

定員数 0 0 10 10 10 10 10

単位

2310

2314

平成２３年度

延長保育事業

休日保育事業

平成２６年
度目標値

平成２１
年度実績事業名課名

保育課

保育課

子ども政策課
保育課

事業№

【達成】
H23　はなみずき保育園新設90人
H24　宝塚さくらんぼ保育園新設120人
H25　保育所新設（山本東）120人

進捗状況及び今後の予定目標値の説明

保育所の新設に合せて増設
２５人の定員増

【達成】
H23　はなみずき保育園新設
H24　宝塚さくらんぼ保育園新設
H25　保育所新設（山本東）

【達成】
H23.10月　宝塚さくら保育園新規実施

平成２２
年度実績

（参考）平成２4年度

設置個所数 1 1 1 1 2 2

定員数 2 2 2 2 4 4

人　　日 2 2 2 2 4 4

放課後児童健全育成事業

　（地域児童育成会事業）

センター型 2 3 3 3 3 3 3

ひろば型 1 10 10 10 10 10 11

1630 1700 1895

保育課 2313

2402

地域子育て支援拠点事業1101

病児・病後児保育事業

定員数青少年課

子ども家庭支
援センター

保育課

市内２４小学校すべて設置
済　265人の定員増

○センター型【達成】
既設　地域子育て支援センター
　　　　わかくさ保育所「すこやか」
　　　　米谷保育所「すくすく」
H22　子ども家庭支援センター「きらきら
　　　 ひろば」設置

○ひろば型【未達成】
H22　児童館6個所、子ども館3個所、
　　　 やまぼうし保育園　計10個所開設
〔未開設地域：光ガ丘〕

概ね、中学校区に1か所の
設置を目指す

【未達成】
H22　山手台小の定員増等＋25人
H23　西山小育成会室建替え等による増
　　　＋45人
H25　山手台小の定員増（予定）＋20人

右岸、左岸で１か所ずつ病
後児保育を実施

【未達成】（平成２４年度中に達成予定）
H24　宝塚さくらんぼ保育園（右岸）
　　　　病後児保育新規実施

17001700 17001655
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計画 実績 計画
実績

（見込）

単位
平成２３年度

平成２６年
度目標値

平成２１
年度実績事業名課名 事業№ 進捗状況及び今後の予定目標値の説明

平成２２
年度実績

（参考）平成２4年度

設置個所数 9 9 11 11 12 12 12

定員数 10 10 10 10 10 10 10

人　　日 90 90 106 106 116 116 120

子育て支援課 1108 ショートステイ事業
設置個所数

8 8 8 8 8 8 8 他市委託契約箇所数 【達成】

24

1 1 1

22

1
ファミリーサポート
センター事業

設置個所数 1 既に設置済み11

市内２４小学校に設置設置個所数6105 放課後子ども教室

【達成】

青少年課

子ども家庭支
援センター

保育課 一時預かり事業

1106

2312

20

保育所の新設に合せて増設

【未達成】
（設置個所数は平成２４年度６月に達成）
H23　はなみずき保育園　定員10人
　　　 わかくさ保育所　　定員  6人
H24.6月　宝塚さくらんぼ保育園
　　　　　　定員10人
H25　保育所新設（山本東）定員10人

【未達成】
H23　丸橋小あそぼう会開設
H24　高司小新規開設予定
　　　 安倉北小再開を目指す
〔未開設学校：長尾・西谷〕

24
21

(１休止
中）

20
(１休止

中）
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１　すべての子どもと家庭への子育て支援サービス
（１）　すべての子どもと家庭に対する子育て支援の展開　　

　　①　子育て支援拠点の充実　　②　ファミリーサポート事業の充実

保育課

市立保育所保育
実施事業

地域子育て支援
拠点事業

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

※国の「地域子育て支援
拠点事業」

概ね中学校区に１か所整
備をしていく。

現況（Ｈ21）
 3か所
目標値（Ｈ26）
 1４か所

わかくさ保育所(すくすく)及び米谷保育所(すこ
やか)の子育て支援拠点で引き続き、育児相談・
電話相談・園庭開放、出前保育・子育てサーク
ルの育成支援、体験保育・育児講座を実施し
た。
また、市立保育所全園に地域子育て支援担当保
育士を配置し、事業を推進した。

保育所が培ってきた子育てに関する専門知識を
活かし、広く地域の就学前児童とその世帯に対
する育児支援が実施できた。

№2303
に含む。

子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭支援
センター事業

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

・きらきらひろば利用者数
　子ども：4,818人
　大　人：4,444人
　総　数：9,262人
　一日平均：41.53人
　　相談件数：85件

転入してきたばかりの親子、初めての子育て家
庭などの居場所となり、孤独感や不安の軽減に
なった。
児童館や保育所等、身近な所で親子の居場所が
整備されてきたので利用者数は減少しているも
のの、気になる子どものケースについては、関
係機関と連携をとり、早期発見対応に繋がっ
た。
今後、さらに各地域の支援者との連携が重要に
なってきている。

7,830

地域児童館運営 ○ひろば型：高司児童館、野上児童館、御殿山 ・高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷は 子育て中の親子が身近なところに集える場の提 46,100

事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容課名

個　別　事　業

№
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

☆
1101

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

3

子ども家
庭支援セ
ンター

地域児童館運営
事業

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

・高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷は
ＮＰＯ法人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は
第6ブロック子ども館協議会を指定管理者とし
て指定、また、中筋、御殿山、野上は運営法人
に対して補助しひろば事業を実施した。
・利用状況
高司児童館：就学前6,550､親6,134　計
12,684人
野上児童館：就学前6,066､親5,201　計
11,267人
御殿山児童館：就学前9,770、親8,086　計
17,856人
安倉児童館：就学前5,182､親5,056　計
10,238人
中筋児童館：就学前5,815､親5,884　計
11,699人
西谷児童館：就学前2,404､親2,474　計
4,878人
子ども館：就学前8,203､親7,037　計
15,240人

子育て中の親子が身近なところに集える場の提
供の他、２２年度に作成した「子育て支援マッ
プ」等の活用による情報提供や相談等、地域の
子育て支援の拠点の役割を果たすことができ
た。

46,100

保育課

私立保育所助成
金事業

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

やまぼうし保育園において、概ね０～３歳まで
の親子の交流の場の提供、子育て相談、子育て
情報の提供、親子育てグループの育成支援を年
間を通して実施した。

専任職員を配置し、保育所の専門知識を活用し
た地域の子育て家庭に対する育児支援を実践で
きた。

3,560
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子ども家
庭支援セ
ンター

5304
再掲

児童館運営事業 出前児童館事業
(再掲)

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

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、子ども
館は第6ブロック子ども館協議会を指定管理者
として指定、また、中筋、御殿山、野上の運営
法人に対して補助をして出前児童館事業を実施
した。また、大型児童センターに対して中高生
出前児童館事業を委託して実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　100回 5,813人 平均58.1人
第２ブロック：野上児童館
　175回 5,072人 平均28.98人
第３ブロック：御殿山児童館
　186回6,180人 平均33.23人
第４ブロック：安倉児童館
　163回 5,738人 平均35.20人
第５ブロック：中筋児童館
　138回 4,558人 平均33.03人
第６ブロック ：子ども館
　71回 2,765人 平均38.94人
全市域（中高生）
　96回 1,198人 平均12.22

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

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

25,739

人権文化
センター

1102 人権文化セン
ター管理運営事
業

活動拠点の整備 地域活動の拠点として広く活用できるよう施設
整備を推進する。

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

ひらい人権文化センターの整備については、無
期延期とした。

ひらい人権文化センターは老朽化に対応できて
いない。「エレベーターがない」等施設のバリ
アフリー化ができていない。

0

今後の展開の方向
（計画策定時のもの）

事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容 平成２３年度実績 評価・課題課名 №
平成２３年度
決算見込額
（千円）

4

センター
の改修を行った。
今後も順次施設整備を行
う。

市民協働
推進課

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

コミュニティ施
設の活用

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

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

子育て支援グループ等の利用が多い中山台CCの
利用料減免の現状把握等を行った。

子育てグループの市民活動を促進する施設利用
のあり方

コミセン
11,800千円

地域利用
17,921千円
共同利用施設
10,250千円

子ども家
庭支援セ
ンター

1104 子ども家庭支援
センター事業

親子育てグルー
プづくりと指
導、育成

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

地域型子育てサロンの一
つとして支援を継続す
る。

○グループ数2７ヶ所への支援
・登録数　親３７０人
　　　　　子４４４人
　　　　　計８１４人
・グループ訪問：116回
・リーダー会等：11回
・相談・調整：217回

○まちの子育てひろば等の登録グループへの玩
具の貸し出し
貸し出し件数：３３件

○子育て支援グループ助成
子育て交流事業４団体
相互保育等事業２団体
立上げ支援事業１団体

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

No1101
に含む

（うち、グ
ループ助成

1,594）
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社会福祉
協議会(子
ども家庭
支援ｾﾝﾀｰ)

1105 子育て支援活動
サポート事業

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

継続実施 ２７団体 年々、応募団体が多く、今年度は予算の関係か
ら、１団体当りの助成額が減額になった。

376

子ども家
庭支援セ
ンター

☆
1106

子ども家庭支援
センター事業

ファミリーサ
ポート事業

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

引き続き提供会員拡大の
方策の検討及び事業の周
知に努める。

現況（Ｈ21）１か所
目標値（Ｈ26）１か所

・会員数：1698人
依頼会員1,046人
提供会員　353人
両方会員　299人
・活動件数：3,098件
・活動時間数：5,929:22時間

保育所、地域児童育成会終了後の預かりなど仕
事と育児の両立支援に加え、買い物などの外出
時の預かりなど育児者のリフレッシュにも役立
ち子育て家庭の支援につながった。
　
今後、依頼会員の増員やニーズの多様化に対応
していくためには、提供会員の増員が必要。

8,953

子ども家
庭支援セ
ンター

1109 子ども家庭支援
センター事業

ファミリーサ
ポート助成事業

経済的困難を抱える家庭が、ファミリーサポー
ト事業を利用した時、利用額の助成を行う。

経済的困難を抱える家庭
への負担軽減を図ること
により、子どもの健全な
育成環境を確保する。

９月から助成開始
助成者数１３人
　生活保護世帯　３人
　児童扶養手当受給世帯　１０人

ひとり親家庭等経済的困難を抱える家庭へ助成
することで保護者の負担軽減が図れた。
さらに、広く事業をPRしていく必要がある。

53

商工勤労
課

高年齢者就業機
会確保事業

地域の多様なニーズに応じた就業機会の確保・
提供を通じてシルバー人材センター事業の活性
化を図り、高齢者の就業機会を増大する。
（子育て）
 シルバー人材センターの会員が乳幼児の世
話、保護者の留守中の見守り、送迎、学習や生
活の支援及び家事援助等のサービスを充実する
ため、力量アップ、サービス利用者の開拓等に
よる会員と利用者のマッチング、フォローアッ
プ等を行う事業に対し助成を行う。

シルバー人材センター事
業を支援するために引き
続き補助する。

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

高齢者の就労と生き甲斐支援により、地域の子
育て支援を行うことができた。

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 №

企画提案方式事
業（子育て教
育）

事務事業名 　事　業　名

1107 9,890

5

プ等を行う事業に対し助成を行う。
（教育）
 学校教育では、体験することが難しい物作り
や日本の伝統文化である茶道をとおして高齢者
（シルバー会員、老人会、婦人会）とともに礼
儀作法を学ぶ。

シルバー
人材セン
ター（商
工勤労
課）

高年齢者就業機
会確保事業

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

現況(Ｈ21)
 活動会員４５人
目標値（Ｈ26)
 活動会員５０人

専門コーディネーターを配置し、事業を推進し
た。
登録会員の確保を図るとともに会員の資質向上
のための研修を実施した。サービス会員数5 ８
名、受注件数２３件。

高齢者の就労と生き甲斐支援により、地域の子
育て支援を行うことができた。

子育て支
援課

☆
1108

児童虐待防止推
進事業

子育て家庭
ショートスティ
事業

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

市内に地域小規模児童養
護施設「御殿山ひかりの
家」を誘致整備したこと
で利用しやすくなった
が、引き続き事業の周知
に努める。

現況（Ｈ21）定員２人

利用人数：5人
利用回数：9回
延べ利用日数：33日

必要な市民に対しサービスを提供できるよう、
更なる周知が必要である。

189

保育課 ☆
2312
再掲

私立保育所助成
金

一時預かり事業
（再掲）

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

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

平成23年4月開園のはなみずき保育園を含め、
私立１０ヵ所で実施した。
また、市立保育所のわかくさ保育所で10月から
実施した。

リフレッシュ等の私的理由による利用が全体の
半分を占めていることから、単に預かりに留ま
らず、子育て支援的な役割も必要と思われる。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

5



（２）　子どもや母親の健康の確保

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

健康推進
課

1201 母子保健相談指
導事業

母子健康手帳の
交付

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

継続実施 妊娠届出数　2,026件
妊娠届出を窓口サービス課や健康センター等市
内9か所で受理し、母子健康手帳を交付した。

受付場所が市内全域にあり市民の利便性が高
い。

340

健康推進
課

1202 母子保健相談指
導事業

母親学級・父親
学級（両親学
級）

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

正しい知識を普及し交流
の場の提供を図るため内
容等を検討し実施する。

○母親学級
　　36回　550人

○父親学級（両親学級）
　　12回
　　受講組数　221組

育児体験・実習を中心とした内容としており、
好評を得ている。

944

子ども家
庭支援セ
ンター

1203 子ども家庭支援
センター事業

プレママたちの
ふれあいタイム

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

継続実施 ○プレママたちのふれあいタイム
1講座(2回連続）　４回
　延べ参加人数：55人

妊娠時の不安や負担軽減が図れ、また妊婦同士
の交流が持たれたことにより、孤立感の解消に
もなった。

平成２４年度から№5107に事業統合する。

No5102
に含む

健康推進
課

1204 母子保健健康診
査事業

妊婦健康診査事
業

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

妊娠に伴う費用負担の軽
減のため継続実施する。

平成23年4月1日以降に妊娠届出をされた方に
対し助成券方式での助成を開始。
助成人数3,035人

助成券による助成により、立替払いによる負担
の軽減を図ることができた。

129,509

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
№課名 事務事業名 　事　業　名 平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

6

課 7万円までの妊婦健康診査費の助成を実施 助成人数3,035人

健康推進
課

1205 母子保健相談指
導事業

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

妊娠中の口腔衛生や子ど
もの歯の健康についての
知識の普及に努める。

年12回開催、142人 妊娠期の歯科治療における相談など好評を得て
いる。

347

子育て支
援課

1206 助産施設利用委
託事業

助産施設措置事
業

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

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

926

健康推進
課

1207 母子保健相談指
導事業

妊産婦・乳幼児
の電話相談

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

継続実施 年172日開設、855件 相談内容に応じて、保健師、助産師、栄養士が
対応し、好評を得ている

2,711

健康推進
課

1227 母子保健相談指
導事業

妊婦相談
（旧　妊婦支援
のための相談指
導事業）

妊娠届出時にアンケートを実施し、その結果に
より保健師が電話等で相談に応じる。また必要
時、妊婦訪問指導へつなげる。

継続実施 妊婦相談　269件 アンケートにより、妊娠期からの早期支援につ
ながった。

1,334

健康推進
課

1208 母子保健訪問指
導事業

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

今後もＰＲに努める。 127人 新生児期は里帰り中の者が多く、年度により希
望数のばらつきがある。

410

6



赤ちゃん訪問指
導

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

※国の「乳児家庭全戸訪
問事業」
全戸訪問を目指す。

訪問率92.4％ 家庭訪問に従事する、保健師・助産師等の専門
職の確保が課題である。

7,638

乳幼児等訪問指
導等事業

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

※国の「養育支援訪問事
業」

年間521件  

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

※国の「養育支援訪問事
業」

年間44件  

セカンド訪問
（旧　養育支援
訪問）

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

※国の「養育支援訪問事
業」

年間73人  

子ども家
庭支援セ
ンター

1210 子ども家庭支援
センター事業

産後・育児支援
家庭訪問事業

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

※国の「養育支援訪問事
業」
平成１７年度から事業開
始

要支援家庭
利用者数：3名
援助日数：27日
援助時間：35時間

産後家庭
利用者数：28名
援助日数：265日

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

他機関と連携し、支援が必要な家庭への啓発が

959

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
　　　事　業　内　容課名 №

母子保健訪問指
導事業

1209

事務事業名 　事　業　名

健康推進
課

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

7

・家事援助
・育児援助

援助日数：265日
援助時間：440.5時間

他機関と連携し、支援が必要な家庭への啓発が
必要。

健康推進
課

1211 母子保健相談指
導事業

１０か月児アン
ケート事業

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

継続実施 返信率84.3％ 返信率が年々高まっているが、返信後、即座に
相談に応じられる専門職を確保し、相談体制の
充実につとめた

№1207
に含む

健康推進
課

1212 母子保健相談指
導事業

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

身近な地域で気軽に参加
できるよう、実施会場を
検討していく

34回、746人
市内5会場で開催

利用者が多く、離乳食や成長発達の個別相談に
応じられている。
保護者同士の交流の場ともなっている。

№1207
に含む

健康推進
課

1213 母子保健健康診
査事業

乳幼児健診の実
施

・４か月児健診
・１歳６か月児健診
・３歳児健診

・いずれの健診も健診の
受診勧奨を行い、未受診
者は状況把握に努める。
・児童館や保育所等の子
育て支援事業を健診当日
にPRするなど、子育て
支援部門との連携を充実
させる。

○４か月児健診
　24回、1,944人
○１歳６か月児健診
　24回、2,019人
○３歳児健診
　24回、2,078人

子育てに悩む保護者の増加により、一人当たり
の相談時間が長くなり、個別相談の充実が課題
である。

17,384

健康推進
課

1214 母子保健相談指
導事業

ニコニコ育児相
談

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

療育センターと協力し、
発達相談機能を充実する
とともに保護者への心理
的支援を行う。

年１6回開催（うち心理相談のみ5回）、160
人

相談希望者が多く、特に心理相談の利用枠につ
いて増やす必要があったが、心理相談の枠を増
加し相談に対応することができた。

№1207
に含む

健康推進
課

1215 母子保健相談指
導事業

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

保護者が子育てに自信を
持てるよう、内容を検討
しながら実施

平成２３年度療育センター所管ぴよぴよ広場と
整理統合

－ －

7



健康推進
課

1216 母子保健健康診
査事業

１歳６か月児、
３歳児精密健康
診査

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

必要な子どもについて継
続実施

１歳６か月児健診　1名
３歳児健診　2名

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

5

人権男女
共同参画
課

2203
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何でも
相談（再掲）

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

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

女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談
（面接・電話）ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施
面接相談　１２５件
電話相談　７２１件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「自分のための人生とは？～家族のためでな
く、自分のためのこれから～」（全5回）参加
者延べ43人）
「どうする再就職！？～仕事と家庭、どちらも
大切にしたいよね～」（全５回）（参加者延べ
49人）

　女性のための相談事業や講座等により、女性
一人ひとりの生き方を支援することができた。
　引き続き、相談事業や講座等の一層の周知を
行い、利用者や参加者の増加に努める。

2,310

健康推進
課

1217 休日応急診療所
事業
休日歯科応急診
療事業

休日応急診療
所・歯科応急診
療所の開設

内科・歯科について日曜・祝日・年末年始に開
設し、急病時の診療を行う。

休日診療対策の一環とし
て日曜・祝日・年末年始
に実施
現状維持

開設日数　７０日
受診者数
　内科　８１４人（うち小児５人）
　歯科　３９９人（うち小児５５人）

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

21,368

健康推進
課

阪神北広域こども急病センターにおいて、休
日・夜間の小児救急医療及び小児救急電話相談
事業を行っている。
受診者数31,805人（うち宝塚市民8,856人）
電話相談件数15,960件（うち宝塚市民5,330
件）

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

36,651

小児救急輪番当番日数　１０５日 前年度より当番日を週２回にしたことにより小 3,854

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
　　　事　業　内　容課名 №

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

1218 救急医療対策事
業

事務事業名 　事　業　名

小児救急医療体
制の整備

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

8

市立病院
小児救急輪番当番日数　１０５日 前年度より当番日を週２回にしたことにより小

児科患者の受入れ数が増加　Ｈ２２/２３２件・
Ｈ２３/６２８件

3,854

健康推進
課

1219 救急医療対策事
業

救急医療施設の
確保

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

休日診療対策の一環とし
て継続実施

休日７０日、夜間１４８日の二次救急医療施設
を確保した。

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

10,490

教育研究
課

1223 研究・研修事業 教職員に対する
研修

学校等における性教育を推進するため、教員の
研修を実施する。

現職研修会の中で、他の
研修課題と調整の上実施
していく。

現職研修として、教育総合センター主催の研修
では実施せず。

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

0

健康推進
課

1224 母子保健相談指
導事業

健全母性育成事
業

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

継続実施 喫煙予防小学校5校、性教育小学校4校で開催 本事業が定着しつつある。特に、喫煙予防、性
教育は希望が多い。
各校が毎年継続実施できるための体制確保が課
題である。

№1207
に含む

学校教育
課

学校教育指導事
業
中学校行事振興
事業

性教育にとどまらず、家族愛、命のふれあい、
かけがえのない命などを再確認・再発見する機
会を提供した。１２校で実施。

男女が互いに尊重しあって生きていく大切さ
と、性についての正しい知識をもつ重要性を理
解する機会となった。

684

健康推進
課

1225 母子保健相談指
導事業

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

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

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

№1207
に含む

健康推進
課

1226 健康教育・健康
相談事業

健康的な食習慣
確立事業の実施

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

宝塚市の食育推進計画
（２２年度(2010年度)
策定予定）に基づきなが
ら、幼児や学童期のより
良い食習慣確立を目指
す。

年４回開催、１２0人 開催地域により参加数に差があるため、募集方
法を検討していく。

109

8



（３） 　配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

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

障害福祉
課

1301 地域生活支援事
業

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

障がいのある人（児童）
への支援の理念・価値観
を共有し、関係機関の連
携を深めていく。

地域自立支援協議会こども部会を年７回開催。
また、同部会において、障がい児に係る通学保
障プロジェクト会議を年１０回開催

地域の関係機関による支援のネットワーク形成
に寄与した。

32,657
（相談支援事
業委託料の合

計額）

療育セン
ター

1302 在宅児支援事業 療育センター在
宅児支援事業

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

障がい児の地域生活支
援、自立生活支援のため
の発達支援、生活支援を
行う。

・在宅支援外来療育指導事業
　（あそびっこ広場
　　ぴよぴよ広場）
　※№1303にて実績報告
・施設支援一般指導事業
　（保育所、幼稚園訪問事業）
　　159件
・在宅支援訪問療育指導事業
　（子ども発達総合相談
　　学童発達相談
　　のびやか相談
　　出前発達相談）
　※№1304にて実績報告

障がい児（者）が身近な地域で療育指導、相談
等が受けられるよう各機関と連携して、さまざ
まな事業を実施した。

 障がいの多様化、特に軽度発達障がい傾向の相
談が増加し、通所型の支援場所を求める声が多
く聞かれた。

6,057

1303 在宅児支援事業 発達相談事業 ○子ども発達総合相談
乳幼児健診等で運動発達、精神発達、言語発達
等心身の発達に問題や遅れがある乳幼児に対
し、問題を早期に発見し、早期療育を開始でき
るよう精神科、小児科医師等専門スタッフによ

早期発見から早期療育へ
つなぐ役割を今後も担
う。
教育機関との連携をはか
りながら学齢児の発達支

○子ども発達総合相談
　来談者443人
　相談件数605件

○学童発達相談

早期発見から早期療育につなぐ役割を果たし
た。
児童精神科の相談が多く、待機児は他の科で対
応をしたり、地区担当保健師が対応しているが
出前相談などの呼びかけ方法を考慮し、相談者

№1302
に含む

　　　事　業　内　容事務事業名課名 № 　事　業　名
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題

9

療育セン
ター

るよう精神科、小児科医師等専門スタッフによ
り相談に当たる。
・対象：主に就学前児　・回数：おおむね月１
回
○学童発達相談
知的発達の遅れ、情緒面に問題がある学童期の
子どもを対象として、家庭生活や学校生活上の
様々な問題に、精神科医が相談に応じる。
・対象：学齢児　・回数：年４回
○「のびやか相談」
相談件数の増加に伴い、新たに相談事業を実施
し、対象児者を振り分けて、適切な相談支援を
行う。
・対象：軽度発達障がい傾向児
・回数：年５回
○「出前発達相談」
身近な市内の子育て支援実施場所に出向き、相
談事業を行う。
・場所：保育所、児童館等３～５箇所
・回数：３６回程度

りながら学齢児の発達支
援を行う。
「のびやか相談」「出前
発達相談」をH22年度
(2010年度)から実施

○学童発達相談
　相談件数42件

○のびやか相談
　相談件数38件

○出前発達相談
　 6箇所28回
　相談件数189件

出前相談などの呼びかけ方法を考慮し、相談者
を振り分けていく。
のびやか相談や出前相談は総合相談よりも敷居
が低く相談の入り口としての機能を果たせた。
事後のフォローも適切に行われている。

健康推進
課

1216
再掲

母子保健健康診
査事業

１歳６か月児、
３歳児精密健康
診査（再掲）

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

必要な子どもについて継
続実施

１歳６か月児健診　1名
３歳児健診　2名

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

5

9



療育セン
ター

1304 在宅児支援事業 発達支援事業 子ども発達総合相談に来談した者に対し、後の
発達経過を見ながら、保育専門スタッフにより
親子遊び等を通じ、発達を促す関わりを指導す
る。
○「あそびっこ広場」
・対象：３～４歳児親子１６組・回数：３３回
○「ぴよぴよ広場」
・対象：１～２歳児親子８組・回数：９回

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

○あそびっこ広場
　親子29組　4回ずつ実施。

○ぴよぴよ広場
　親子10組　6回ずつ実施。
　年間3クール

あそびっこ広場は８月から開始した児童デイ
サービスへのつなぎの役割を果たし、スムーズ
に移行することができた。

ぴよぴよ広場はそれぞれの進路先につなげるた
めに健康推進課と連携して行った。６回の実施
回数では、うまくつなぎきれないケースがあっ
たため、２４年度は回数を増やして実施する。

№1302
に含む

健康推進
課

1215
再掲

母子保健相談指
導事業

ラッコ教室（再
掲）

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

保護者が子育てに自信を
持てるよう、内容を検討
しながら実施

平成２３年度療育センター所管ぴよぴよ広場と
整理統合

－ －

健康推進
課

1305 障害者（児）歯
科診療事業

障害者（児）歯
科診療事業

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

原則週２回実施
現状維持

開設日数　　９９日
受診者数　８７１人（うち小児１３７人）

障がい者（児）の歯科治療等を一般歯科医院で
行うにはまだ困難を伴う事が多いため必要性が
高い。受診者数の増加や機器の老朽化に対応し
た体制の整備が必要である。

6,058

学校教育
課

1306 ことばの教室事
業

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

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

発音に誤りのある幼児に対して、相談及び訓練
を行っている。（外来相談２１４件、年間通級
児数４５人）

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

383

社会教育
社会教育推進事
業

知的・情緒障がいによる言語障がいを持つ子ど
もたちに言語療法士等による言語機能回復訓練

今後も引続き活動の支援
を行う。

２１組の子どもと保護者を対象に９５回実施し
た。

この教室は定着しており、保護者の自立した活
動を促すとともに言語機能回復訓練として成果

650

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

10

社会教育
課

業 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）

を行う。 た。 動を促すとともに言語機能回復訓練として成果
をあげている。

社会教育
課

1307 社会教育推進事
業

体操教室（親子
体操）

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

今後も継続して機能訓練
と学習機会の場を提供す
る。

１３組の子どもと保護者を対象に１２回実施し
た。

いろいろな運動メニューを楽しみながら機能回
復や団体行動などの学習機会となった。

60

障害福祉
課

1308 自立支援事業 児童居宅介護
（ホームヘルプ
サービス）事業

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

障害者自立支援法に基づ
き実施

実利用人数
　　月平均　　415人
利用時間
　　月平均　　9,863時間
（者も含む）

児童のみでなく、家庭環境に着目し、支援に努
めている。

2,369,915
（障害者自立
支援法による
障害福祉サー
ビス費給付費
全体の金額）

障害福祉
課

1309 自立支援事業 児童短期入所
（ショートステ
イ）事業

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

障害者自立支援法に基づ
き実施

実利用人数
　　月平均　　109人
利用日数
　　月平均　　754人
（者も含む）

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

2,369,915
（障害者自立
支援法による
障害福祉サー
ビス費給付費
全体の金額）

障害福祉課

1310 地域生活支援事
業

日中一時支援事
業

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

障害者自立支援法に基づ
き実施

実利用人数
　　月平均　　116人
利用日数
　　月平均　　483日
（者も含む）

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

52,728
（身体、知
的、精神の

（者）を含む
金額）
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療育セン
ター

1311 児童福祉施設事
業

すみれ園通園事
業

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

一人ひとりの子どもの状
態に応じた適切な療育を
保障する。

○４月２５名、順次入園し、３月には３２名に
なる。
○診療、機能訓練、保育、給食（栄養）等につ
いて、個々の発達に合った療育を実施。

園児の発達、保護者支援のために介助通園制
度、分離療育制度を実施した。
きょうだい児支援について、園行事の中で２回
設け、保護者と、きょうだい児のための機会を
つくることができた。
次年度の障害者自立支援法一部改正による新規
事業の開始について検討を行う。

25,468

療育セン
ター

1312 児童福祉施設事
業

やまびこ学園通
園事業

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

一人ひとりの子どもの状
態に応じた適切な療育を
保障する。

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

早期発見、早期療育のシステムに基づき、関係
機関との連携を密にし、外来から５名、あそ
びっこ広場から4名、ぴよぴよ広場から１名を
入所につなげた。
次年度４月の児童福祉法一部改正に伴う新規事
業の開始について検討を行う。

33,760

療育セン
ター

1343 児童福祉施設事
業

児童デイサービ
ス事業

発達に遅れがあり、早期療育が必要と認められ
た概ね１歳から就学までの乳幼児を対象に、集
団療育、個別課題の設定、個別支援計画の策定
等を行う。１日につき１クラス、１０名定員
で、月曜日から金曜日（１５：００～１７：０
０）までの５クラスを実施する。

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。

８月１日から週３日実施。１０月から週４日、
１月から週５日実施。
１日１０組の親子、５０組が参加。
１１３回/年　実施。

ぴよぴよ広場から総合相談を経てあそびっこ広
場の利用につながったケースが多かった。
次年度４月、根拠法が障害者自立支援法から児
童福祉法に変更になることに伴う事項につい
て、協議検討を行う。

5,796

教育支援
課

3108
再掲

子ども支援事業 子ども支援事業
（再掲）

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

支援の必要な児童生徒に
適切な支援を行う。

・３月にサポーター配置希望調査を行い、４月
当初より全小学校と必要な中学校に週１日のサ
ポーターを配置した。
・４月の新たな環境での学校生活において課題
がみられる子どもについて追加配置の希望調査
を行い、５月末より配置した。

・サポーターが配置されたことで対象の子ども
の大半がおちついた学校生活が送れるように
なった。
・今後も、サポーターの力量向上を図るととも
に、学校においては、教職員対象の子ども理解
の研修や担任だけが悩んだり抱え込んだりする

43,147

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
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特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボ
ランティアによる人的支援を行う。
○幼稚園巡回カウンセリング
○学校園訪問相談事業

を行い、５月末より配置した。

H23配置状況
･心理相談員…30小中学校69名
･別室登校指導員…9中学1小学校
･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…７校８中学1年
･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…113名の児童生徒
･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9
回派遣、相談件数は延べ262件
・学校園訪問相談…20小中に延べ27回派遣

の研修や担任だけが悩んだり抱え込んだりする
のでない組織的な校内支援体制の構築が必要で
ある。

学校教育
課

3106
再掲

特別支援教育推
進事業

特別支援教育推
進事業(再掲)

なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活
動を実施する。

安全に配慮しながら、さ
らなる内容の充実に努め
る。

なかよし運動会は６／１８に実施。ふれあい作
品展は２／３～８に開催。さよならコンサート
は２／１４に実施。

どの行事も年々参加者が増え、障がいの状況も
多様化しており、より一層支援方法について検
討していく必要がある。

6,714

学校教育課 3107
再掲

特別支援教育推
進事業

特別支援教育推
進栃木県派遣事
業(再掲)

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

受益者負担も取り入れな
がら、派遣先など内容の
充実を図り継続する。

８／２２～２６に実施。１９名の生徒が参加。 看護師の同行だけでなく、生徒の状況に合わせ
て医師や栄養士も同行し、必要な支援を行うこ
とができた。

4,679

障害福祉
課

1313 障害者就労支援
事業

障害者就労支援
事業

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

障がい者の就労・生活支
援を一元的に実施

相談件数　2,615件
相談者数　　296人
就職人数　　56人

就職人数については、平成20年度は24人、平
成21年度は27人、平成22年度は49人、平成
23年度は56人であり、増加傾向である。
今後の課題として、ハローワーク等関係機関と
の連携のより一層の強化や、職場定着事業の実
施に引き続き努める必要がある。

23,692

子育て支
援課

1314 母子福祉総務事
業

ひとり親家庭相
談事業

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

各相談機関と連携を図
り、就労促進により経済
的自立を援助する。

・母子・寡婦相談　1416件
　（生活　705件、児童　138件、経済的
505件、その他　68件）
・父子相談　7件

・相談内容が、多岐にわたるため庁内外を含め
て各相談機関（員）との連携が重要である。

0
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子育て支
援課

1315 母子福祉総務事
業

母子家庭自立支
援教育訓練給付
金

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

相談業務を通じて受給者
を決定していく。

3名
（キャリアカウンセラー養成講座　1名、医療
事務講座医科コース　1名、日本語教師養成講
座　1名）

受講する講座が就労に結びつきにくい。 76

子育て支
援課

1316 母子福祉総務事
業

母子家庭高等技
能訓練促進費

母子家庭の母の訓練受講中の生活の安定を図る
ため、２年以上養成機関で修業する場合に「高
等技能訓練促進費」を支給し、生活費の負担を
軽減する。
　支給期間：修業期間の最後の１／2の期間（１
２月を上限）但し、平成２４年(2012年)3月ま
での修業対象者については、全期間。
　支給額：月額141千円
　支給対象者、対象資格の指定等要件あり

相談業務を通じて受給者
を決定していく。

21名に給付 ・前年度に引き続き給付対象者が増加。
・給付中である者の休学および退学に至るケー
スが見られる。
・事前相談後、入学に至らないケースが８割程
度である。

28,284

住まい政
策課

4101
再掲

市営住宅管理事
業

市営住宅管理事
業(再掲)

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

空家募集においては、可
能なかぎり、母子世帯等
優先枠を設定していく。

空家募集において母子世帯等優先住宅及び子育
て世帯向け住宅を設定して募集を行った。
母子世帯・・・３件
子育て世帯・・・３件

　今年度も前年度に引き続き、募集住宅の中か
ら、母子・子育て世帯向け住宅について各３戸
ずつ優先枠を確保することができた。
　今後も、これまでの応募実績を参考にしなが
ら、募集時の優先住宅の配分について、慎重に
考慮していく。

0

1317 ＤＶ（ドメス
ティック・バイ
オレンス）被害
者対策事業

ＤＶ被害者の視
点に立った総合
的な支援

○　「宝塚市ＤＶ対策基本計画」の策定及び同
計画に基づく施策の実施
○　ＤＶ被害者の一時保護の実施
○　ＤＶに関する意識啓発の実施

「宝塚市ＤＶ対策基本計
画」に基づき、ＤＶ被害
者の視点に立って関係各
課が連携して取り組む

・7月1日に「たからづかＤＶ相談室」を開設し
た。（相談件数は、のべ214件）
・市職員研修「宝塚市ＤＶ対策基本計画のポイ
ント及びＤＶ被害の現状と課題について」を実

　ＤＶに関する相談件数が増加、内容も深刻・
複雑化している。
　引き続き、ＤＶ被害者に対する支援、ＤＶ防
止のための意識啓発等「ＤＶ対策基本計画」に

3,278

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
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人権男女
共同参画
課

者対策事業 ○　ＤＶに関する意識啓発の実施
○　ＤＶに関する相談業務の実施
○　庁内ＤＶ対策連絡会の開催

課が連携して取り組む ント及びＤＶ被害の現状と課題について」を実
施した。（6月29日(水）・参加者85名）
・市民意識啓発事業「男女共同参画推進ﾌｫｰﾗﾑ
　知ってくださいＤＶのこと～あなたと大切な
人を守るために～」を実施した。（11月19日
(土）・参加者63名）

止のための意識啓発等「ＤＶ対策基本計画」に
基づく施策に取り組む。

人権男女
共同参画
課

2203
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何でも
相談（再掲）

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

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

女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談
（面接・電話）ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施
面接相談　１２５件
電話相談　７２１件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「自分のための人生とは？～家族のためでな
く、自分のためのこれから～」（全5回）参加
者延べ43人）
「どうする再就職！？～仕事と家庭、どちらも
大切にしたいよね～」（全５回）（参加者延べ
49人）

　女性のための相談事業や講座等により、女性
一人ひとりの生き方を支援することができた。
　引き続き、相談事業や講座等の一層の周知を
行い、利用者や参加者の増加に努める。

2,310

国際文化
課

1318 国際交流事業 異文化間生活相
談

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

専門機関との連携を図
り、様々な分野の相談に
対応していく。

国際・文化センターの指定管理事業として
（特）宝塚市国際交流協会が実施した。異文化
間生活相談
61件。

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

指定管理料
46,550千円
に含まれる。
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学校教育
課

3111
再掲

教育国際化推進
事業

教育国際化推進
事業(再掲)

日本語の不自由な児童・生徒のサポーター派遣
を実施する。

日本語が不自由な外国籍
及び帰国児童・生徒の学
校生活うを支援し、地域
社会に速やかに適応でき
るようにする。

日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園生活を
支援し、学校園と家庭との意思の疎通を助ける
ために母語を理解するサポーターを2幼稚園、
14小学校3中学校に派遣した。また、日本語を
母語としない幼児児童生徒に、日本語指導のサ
ポーターを8小学校1中学校に派遣した。

日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園での学
習や生活、先生や友達との意思疎通や保護者と
学校との連絡などのサポートを41名の幼児児童
生徒にしてもらい成果を挙げた。しかし帰国子
女の増加や突然外国からの途中転入があり、後
期の予算が足らなくなることがあった。また、
一定の在日期間があっても、生活言語は話せて
も、学習言語の定着が難しい場合があり、派遣
時数の拡充の検討が必要である。

3,668

医療助成
課

1319 福祉金・給付金
支給事業（身
体・精神・知的
障害者福祉金）

身体・精神・知
的障害者福祉金

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

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

9,223人 対象者への影響を考慮しながら、事業のあり方
を検討する。

250,554

医療助成
課

1320 障害者（児）医
療助成事業

障害者（児）医
療助成事業

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

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

7,222人 対象者の保健・福祉の向上に寄与した。 885,899

子育て支
援課

1321 児童福祉総務事
業

特別児童扶養手
当事業

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

国の基準に基づき実施 受給者　455人(H24.3月末） 国の基準に基づき実施 0

障害福祉
課

1322 特別障害者手当
等給付事業

障害児福祉手当
支給

重度の障がいのある２０歳未満の者に対して手
当を支給する。（所得制限有）

特別児童扶養手当等の支
給に関する法律に基づき
実施

延べ1,709人に支給 国の基準に基づき実施。 24,505

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

今後の展開の方向
（計画策定時のもの）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容

13

課

障害福祉
課

1323 特別障害者手当
等給付事業

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

県・市の要綱に基づき実
施

延べ186人に支給 県・市の要綱に基づき実施。 1,550

学事課

1324 特別支援教育就
学奨励費（給食
費含む、小・
中）

特別支援教育就
学奨励費

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

現在の制度を維持継続し
ていく。

補助対象児童生徒数
小学校　141人
中学校　　41人

特別支援学級在籍の特殊事情に鑑み、その保護
者に対する経済的負担の軽減を図るとととも
に、特殊支援教育の普及奨励を図ることができ
た

4,931

子育て支
援課

1325 児童福祉施設入
所児等助成事業

児童福祉施設入
所児等助成金

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

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

助成対象実人数114人
助成金交付額
　　　　　　1,609,894円

少しでも経済的負担の軽減につながった。 1,610

子育て支
援課

1326 児童扶養手当事
業

児童扶養手当事
業
(父子家庭含む)

父又は母と生計をともにできない児童が養育さ
れている家庭の生活の安定と自立を助けるため
に、児童の母又は父等に支給する。　（所得制
限有）
月額１人４１，７２０円～９，８５０円

国の基準に基づき実施 受給者　1,6１１人（H24.3月末） 国の基準に基づき実施 679,100

医療助成
課

1327 母子家庭等医療
費助成事業

母子家庭等医療
費助成事業

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

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

3,618人 対象者の保健・福祉の向上に寄与した。 94,050
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医療助成
課

1328 福祉金・給付金
支給事業（母
子・父子・遺児
福祉金）

母子・父子・遺
児福祉金

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

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

1,859人 対象者への影響を考慮しながら、事業のあり方
を検討する。

54,387

学事課

1329 教育総務事業 朝鮮学校就学補
助制度

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

中級学校の補助額を
70,000円から
140,000円に増額し
た。

尼崎朝鮮中級学校就学補助金
　　9件
伊丹朝鮮初級学校就学補助金
　 15件
伊丹朝鮮初級学校就園補助金
　　4件

公的補助が少ない朝鮮学校に在籍する児童生徒
の保護者に対する補助金により、その経済的負
担を軽減した

3,528

学事課

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

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

学校教育法に基づき制度
を運用し、義務教育の円
滑な実施に資する。

準要保護児童生徒数
小学校　1,361人
中学校　　821人

経済的な理由により就学が困難な児童生徒に対
する就学援助により、教育機会の均等化と義務
教育の円滑な実施に寄与した

154,929

学事課

1331 奨学助成事業 私立高等学校入
学支度金融資
あっせん制度

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

取扱金融機関の拡大など
制度の充実を図る。

０件 私立高校入学予定の中学３年生の保護者に限定
した入学支度金の融資斡旋制度であるが、近年
は需要が皆無であるため利便性を高める等の改
善が必要である

0

1332 奨学助成事業 修学資金給付・
貸付制度

経済的理由によって修学困難な高校生、大学生
等に対して修学資金の給付又は貸付を行う。
○給付
・生活保護世帯(生活保護費の高校就学費受給対
象者外)の高校生等

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

(1) 給付
　　公立高校生　107名
　　私立高校生　　63名
(2) 貸付
　　公立高校生　　18名

経済的な理由により修学が困難な高校生、大学
生に対する修学資金の給付又は貸付により、修
学機会の拡大に寄与した。
経済状況の悪化に伴い需要は増加傾向にあり、
累積する貸付金の償還回収事務の増加が懸念さ

38,093

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
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学事課

象者外)の高校生等
　国公立在学生 月 7,000円
 私立在学生　 月12,000円
・準要保護世帯の高校生等
 国公立高校生等 月6,000円
　私立高校生等　 月10,000円
○ 貸付
・高校生等
　国公立在学生　　月15,000円以内
　私立在学生　　　月25,000円以内
・大学生
　国公立在学生　　月18,000円以
 私立在学生　　月30,000円以内

　　公立高校生　　18名
　　私立高校生　　37名
　　公立大学　　　　3名
　　私立大学　　　26名

累積する貸付金の償還回収事務の増加が懸念さ
れる。

子育て支
援課

1333 児童虐待防止推
進事業

要保護児童対策
地域協議会

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

児童虐待の早期発見、早
期対応を中心とした要保
護児童全般の対応に、要
保護児童対策協議会の効
果的活用を図る。

・虐待相談対応件数299件
・心理相談回数41回
・代表者会議　1回
・実務者会議　2回
・進行管理会議　6回
・市民啓発講演会　1回
・児童虐待対応専門研修　7回

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

768

子育て支
援課

1334 児童虐待防止推
進事業

虐待防止マニュ
アルの活用

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

一層の機関連携に努め
る。

マニュアルに基づき、児童虐待について関係機
関と連携した対応を心掛けた。

マニュアルに記載している連携機関の増加や要
綱の改正に伴い、より充実したマニュアルの作
成が必要である。

№1333
に含む
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子育て支
援課

1335 児童虐待防止推
進事業

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

関係機関・団体等の職員
等以外の一般市民への啓
発に努める。

11月の虐待防止月間に市広報誌に特集を掲載
し、PRを行った。
市内全世帯を対象に、リーフレットとマグネッ
トを配布した。

講演会以外の啓発方法として、市広報での啓発
を行っているが、それ以外の啓発方法について
も検討する必要がある。

№1333
に含む

人権男女
共同参画
課

人権啓発推進事
業

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

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

・「ウィズたからづか」に関連情報を掲載し
た。
・人権週間記念事業において、「外国にルーツ
を持つ子どもたちの支援」をテーマにした講演
会を実施した。（12月8日(木）・参加者240
名）
・地域別市民のつどいにおいて、子どもたちの
「自己肯定感」をテーマにした講演会を実施し
た。（1月18日(水）・参加者80名）

　啓発記事掲載や講演会により、「子どもの人
権擁護の推進」に関する意識啓発を行うことが
できた。
　様々な人権課題があるため、「子どもの人権
擁護の推進に関連するテーマ」を講演会等の
テーマとして継続的に取り上げることは困難な
面があるが、テーマ設定に際しては、重要な
テーマのひとつであることを認識して取り組
む。

346

子育て支
援課

1336 児童虐待防止推
進事業

専門的カウンセ
リングの推進

虐待へ的確に対応するために、専門的なカウン
セリング実施を検討する。

家庭相談員の資質の向上
及び職員への還元のため
研修に派遣
　

4名の家庭相談員が各種研修会に参加した。
計8回（ｶｯｺ内は参加延べ人数）
　4月1回（3名）、5月1回（4名）、8月1回
（2名）、9月1回（4名）、12月1回（2
名）、1月2回（2名）、3月1回（2名）

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

№1333
に含む

教育支援
課

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

現況（Ｈ21）
臨床心理士嘱託７人　報
償費８人
今後も継続実施

教育相談員による継続的な来所相談（原則親子
並行面接）や、学校園等関係機関との連携を行
うことで、相談者の主訴が解消され、相談が終
了されることをめざした。
・教育相談受理件数…364件
・面接回数…延べ9654回
・電話相談受理件数…236件

・週１回の面接実施が主訴解消には効果的であ
るが、相談受理件数の増加に伴い、現状の相談
員体制では隔週1回や月1回の来所相談を余儀な
くされ、相談終了までの期間が長くなっている
状況である。
・学校園への緊急対応、学校園や関係機関と連
携した適切な支援が求められている状況に対応
するため、相談体制の見直しが必要である。

15,763

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
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教育相談員が、支援を要する児童生徒の課題解
消のため、緊急訪問や関係機関との連携を行
い、迅速で適切な支援に努めた。

するため、相談体制の見直しが必要である。

子育て支
援課

1337 児童虐待防止推
進事業

家庭児童相談室
事業(子ども家
庭なんでも相
談)

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

増大する子育て不安等、
第一線の相談・援助機関
として、その役割は益々
増大しており体制整備を
図る。また、県健康福祉
事務所、川西こども家庭
センター等の関係機関と
の連携を強化する。

・相談体制強化
　家庭相談員４人、係長１人、事務職員１人体
制
・子ども家庭なんでも相談
相談件数　　888件
相談延べ回数14,492回
・ショートスティ利用回数  9回
　　　〃　　利用延べ日数  33日

気軽に相談できる場と安心できる雰囲気づくり
に努めたため、各相談件数とも増加し、相談者
が抱える子育て等の不安の軽減に役立った。

№1333
に含む

子育て支
援課

1338 児童虐待防止推
進事業

地域小規模児童
養護施設運営事
業

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

他の機関とのより一層の
連携を図る。

・２４時間電話相談　190件
・子育て家庭ショートステイ
　延べ利用日数33日
・緊急一時保護受け入れ
　　　　　　93日

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

9,053

子育て支
援課

1339 児童虐待防止推
進事業

２４時間対応電
話相談

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

他機関とのより一層の連
携を図る。
市民に対して２４時間対
応の電話相談の周知を図
り、昼夜を問わず保護者
が気楽に相談できるよう
ＰＲに努める。

電話相談件数年間190件（時間帯：早朝26
件、日中50件、夜間114件）
※夜間は１７時３０分～２４時　相談内容　養
護、保健、障害、育成等

夜間や早朝を含めて利用があり、利用者の不安
解消につながった。

№1338
に含む
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いきがい
福祉課

1340 民生・児童委員
活動補助事業

民生・児童委員
活動補助

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

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

・子どもに関する相談・支援件数
　　　　　１,８６７件
・要保護児童の発見通告・仲介件数
　　　　　　　６２件

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

30,524

子育て支
援課

1341 児童虐待防止施
策推進事業

子ども専用悩み
の電話相談事業

24時間体制で子どもの悩みの電話相談を受ける
ことにより、子どもの悩みの解消を図るととも
に、支援が必要なケースについては、関係機関
と連携し対応していく。（23年度までは青少年
センターと共同で実施、24年度から子育て支援
課所管で実施）

子どもの悩みの解消を図
るとともに、支援が必要
なケースについては、関
係機関と連携し対応して
いく。

夜間（19:00～翌9:00）･･･35件

（参考）
昼間（9:00～19:00）･･･15件
合計　50件

夜間や早朝を含めて利用があり、子どもの不安
解消につながった。

0
（青少年セン

ターにて計
上）

子育て支
援課

1342 児童虐待防止施
策推進事業

子どものための
一時避難所事業

子どもが緊急避難を訴えた場合には教育的配慮
の観点から一時的な避難場所を提供することに
よって、子どもの気持ちを穏やかにし、保護者
と子どもとの関係の解消を図る。（前年度から
子育て支援課で実施、前年度記載漏れ分）

子どもが緊急避難を訴え
た場合には教育的配慮の
観点から一時的な避難場
所を提供することによっ
て、子どもの気持ちを穏
やかにし、保護者と子ど
もとの関係の解消を図っ
ていく。

一時避難件数･･･0件 子どもが緊急避難を訴えて、関係機関と連携し
て支援する必要のあるケースがなかった。

№1338
に含む

（４）　経済的な支援

1401 児童手当事業 児童手当の支給 児童を養育している者に児童手当を支給するこ
とにより、家庭における生活の安定と、次代の
社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を
目的とする(収入が一定額未満)。
　支給対象　小学6年生終了まで

国の基準に基づき実施。
平成22年度(2010年
度)については、子ども
手当として中学生までを
対象に一律一人月額

平成２３年度より子ども手当事業に移行。
（平成２４年度より児童手当事業に移行）

国の基準に基づき実施。
平成２３年度より子ども手当事業に移行。
（平成２４年度より児童手当事業に移行）

0

　　　事　業　内　容課名
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
事務事業名 　事　業　名№

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題

16

子育て支
援課

　支給対象　小学6年生終了まで
　支給金額　第１子　5,000円
　（月額）   第２子　5,000円
　　　　　　第３子 10,000円
　３歳未満一律月額10,000円

対象に一律一人月額
13,000円（所得制限な
し）が支給されるため、
児童手当は、子ども手当
に包含される。今後、国
の制度設計の中で児童手
当が子ども手当に統合さ
れる可能性が大きい。

医療助成
課

1402 乳幼児等医療費
助成事業

乳幼児等医療費
助成事業

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

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

19,450人
平成23年10月より小学校4年生から小学校6年
生の通院にかかる医療費助成を開始した。

対象者の健康の保持・増進を図るとともに、子
育て支援に貢献した。

476,697

学事課

1403 私立幼稚園就園
奨励費補助事業

私立幼稚園就園
奨励費補助制度

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

保育料の公私間格差もあ
り、制度を継続する。

2，258件 公私立幼稚園間の保育料及び入園料の格差是正
を図るとともに、その保護者の経済的負担の軽
減に寄与した

176,684

子育て支
援課

1404 子ども手当事業 子ども手当事業 平成22年度等における子ども手当の支給に関す
る法律に基づき、中学校修了前までの子どもに
子ども手当てを支給する。
　　一人あたり１万３千円

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

支給延べ子ども数  372,307人 国の基準に基づき実施。 4,627,075

16



２　子育てと仕事の両立支援
（１）　雇用環境の整備推進

　　①企業等への啓発の推進

人権男女
共同参画
課

2101 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女性雇用に関す
る講演会の開催

事業主等を対象にワークライフバランス等につ
いてをテーマに開催する。

ワークライフバランスを
テーマとした講座を実施
する。

・「男女共同参画づくりをめざす出前講座」を
実施した。（8件中4件が事業者対象）
・入札参加資格者名簿への登録を希望する事業
者に対し、ワークライフ・バランスの実現に向
けての取り組みに関する項目を含む「男女共同
参画の取組に関するアンケート」を実施するこ
とにより、事業主等への意識啓発を図った。

　出前講座や事業者アンケートにより、ワーク
ライフバランス等に関する意識啓発ができた。
　引き続き、出前講座の事業者等への周知に努
めるとともに、事業者アンケートを実施し、そ
の結果を受けた具体的な施策への取組みに努め
る。

210

商工勤労
課

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

宝塚市雇用促進連絡協
議会を通じて市内企業
への啓発を行う。

宝塚市雇用促進連絡協議会と連携し、西宮労働
基準監督署の次長を講師として「昨今の労働諸
問題について」と題して講義及びｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸを開
催し、働きやすい職場環境作りについて啓発を
行った。
7月22日（金）　参加者数13名
その他、啓発冊子等を配布し情報の提供を行っ
た。

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

170

2103 人事管理事業 宝塚市特定事業
主行動計画

職員が仕事と子育ての両立を行うことができる
よう平成１７年(2005年)３月に「市特定事業主
行動計画」を策定したところであるが、前期５

後期計画に即して、実施
し、おおむね３年毎に計
画の見直しを行う。

　階層別に行う研修などで、「特定事業主行動
計画」の説明を行い、啓発、制度を利用しやす
い職場環境づくりに努めた。

　男性職員の育児休業取得など、一定の成果は
見られるが、引き続き、子育て支援制度を利用
しやすい職場環境づくりに重点を置いた取り組

0

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

17

人事課

行動計画」を策定したところであるが、前期５
年間が経過するにあたり、これまでの進捗状況
や成果を検証し、平成２２年度(2010年度)から
５年間の後期計画として改訂し、取り組んでい
く。

画の見直しを行う。 い職場環境づくりに努めた。
　男性職員の育児休業については、昨年度に引
き続き、新しく２名の職員が取得した。

しやすい職場環境づくりに重点を置いた取り組
みが必要である。

（２）　男女がともに仕事や家庭・地域生活に参画できる社会の促進

　　①　男女の家庭責任と就業との両立支援の推進

学校教育
課

商工勤労
課

人権男女
共同参画
課

2202 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

家事、育児を学
習する講座の実
施

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

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

男女共同参画エンパワメントセミナー（全7
回）（参加者のべ221人）
自主活動助成事業
4グループが実施
「講座：プレパパママ＆新米パパママの美味し
んぼ教室」等

・男女共同参画エンパワメントセミナー、自主
活動助成事業により、男女の家庭責任と就業と
の両立支援に関する意識啓発ができた。
・自主活動助成事業は、一定の成果を果たした
ため、今後は、市民企画支援事業として、自主
グループ等の支援を行う。

252

宝塚市雇用促進連絡協議会が主催する「労働問
題セミナー」（平成２３年７月２２日）、「人
材育成セミナー」（平成２４年２月7日）に参
加するよう宝塚市人権・同和教育協議会に働き
かけを行った。

参加者が増加するようセミナーの内容を工夫す
る。

02201 人権教育総務事
業

企業を通じた啓
発

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

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

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）
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人権男女
共同参画
課

2203 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女ごころ何でも
相談

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

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

女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談
（面接・電話）ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施
面接相談　１２５件
電話相談　７２１件
ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
「自分のための人生とは？～家族のためでな
く、自分のためのこれから～」（全5回）参加
者延べ43人）
「どうする再就職！？～仕事と家庭、どちらも
大切にしたいよね～」（全５回）（参加者延べ
49人）

　女性のための相談事業や講座等により、女性
一人ひとりの生き方を支援することができた。
　引き続き、相談事業や講座等の一層の周知を
行い、利用者や参加者の増加に努める。

2,310

人権男女
共同参画
課

2204 男女共同参画施
策推進事業

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

男女共同参画センター啓
発・情報紙の内容に取り
入れ、作成・配布し、啓
発を図る。

男女共同参画センターだより「エル・コンパ
ス」を発行
第１５号「私が主役～私が私であるために～私
も主役子どもも主役」
第１６号「私が主役～私が私であるために～今
こそ　女子力！」
第１４号「私が主役～私が私であるために～寄
稿『もう後戻りはしない』」
（各2,000部）

　センターだよりにより、新しい家庭像を、一
人ひとりが考えながら作りあげるための意識啓
発ができた。
　引き続きセンターだよりを発行し、さらに
様々な機会や場所での広報に努める。

139

人権男女

2205 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

意識啓発のため
学習講座実施

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

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

男性セミナー
「男性のための優しいフィットネスと表情筋と
姿勢のトレーニング）」（全３回）（参加者延
べ　２４人）
女性セミナー
 「おとな女子力アップ塾！通勤着の着回し術と
危険回避の防犯術」（全３回）（参加者延べ

　男性セミナー等により、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意識啓発
ができた。
　引き続き、講座等の企画内容の充実、参加定
員充足率の向上に努める。

450

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題
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人権男女
共同参画
課

を開催する。 危険回避の防犯術」（全３回）（参加者延べ
３８人）
センターフェスティバル
「震災を考える～男女共同参画の視点から～」
（参加者　人）
市民活動支援
「目指せ！プレゼンテーションの達人！！」
（全6回）（参加者延べ151人）

人権男女
共同参画
課

2206 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

女性の就労につ
いての理解促進

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

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

資格取得セミナー
「女性のためのホームヘルパー２級取得セミ
ナー」（講義編全８回、実習編５日間）（受講
者　２０人）
女性のためのキャリアアップセミナー
「再就職を目指すあなたへ　手帳の使い方から
時間管理まで＋履歴書作成と面接マナーの仕
方」（全２回）（参加者延べ２６人）
「段取り良い仕事を目指すあなたへ　手帳の使
い方から時間管理まで　ちょっと差がつく仕事
術！」（全２回）（参加者延べ３０人）
市民活動支援
「目指せ！プレゼンテーションの達人！！」
（全6回）（参加者延べ151人）

・資格取得セミナー等により、女性の就労につ
いての理解の促進を図ることができた。
・資格取得セミナーについて、5年間継続して
各種の技能取得講座を実施してきたが、今後
は、キャリアアップ相談（月1回）、就労や起
業に踏み出せないでいる女性に対する支援をす
るためのエルズルーム事業を開始し、女性の就
労を支援する。

1,473

18



人権男女
共同参画
課

2207 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

男女共同参画セ
ンターだより
「エル・コンパ
ス」の発行

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

社会状況や市民のニーズ
に即応した内容で、年３
回発行する。

男女共同参画センターだより「エル・コンパ
ス」を発行
第１５号「私が主役～私が私であるために～私
も主役子どもも主役」
第１６号「私が主役～私が私であるために～今
こそ　女子力！」
第１４号「私が主役～私が私であるために～寄
稿『もう後戻りはしない』」
（各2,000部）

　センターだよりにより、新しい家庭像を、一
人ひとりが考えながら作りあげるための意識啓
発ができた。
　引き続きセンターだよりを発行し、さらに
様々な機会や場所での広報に努める。

139

健康推進
課

1202
再掲

母子保健相談指
導事業

母親学級・父親
学級（両親学
級）（再掲）

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

正しい知識を普及し交流
の場の提供を図るため内
容等を検討し実施する。

○母親学級
　　36回　550人

○父親学級（両親学級）
　　12回
　　受講組数　221組

育児体験・実習を中心とした内容としており、
好評を得ている。

944

（３）　多様な保育サービスの充実

　　①　保育所待機児童の解消　②　保育内容の充実　③　特別保育の充実

☆
2301

私立保育所誘致
整備事業

認可保育所整備
事業

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

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

宝塚さくらんぼ保育園（定員１２０人）を宝塚
市小林に誘致整備し、平成2４年4月開園した。
Ｈ2３年度末　２５か所　定員2,505人

待機児童解消に向け、宝塚さくらんぼ保育園を
整備したが、依然、待機児童の解消には至って
おらず、引き続き平成２４年度に定員１２０人
の認可保育所を誘致整備し待機児童解消を目指

143,938

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名
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子ども政
策課

員増を図る。

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

の認可保育所を誘致整備し待機児童解消を目指
す。

保育課

2302 指定保育所助成
金

指定保育所助成
事業

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

待機児童の状況、認可保
育所の整備状況を勘案し
ながら指定箇所数を検討
する。

既存８園で実施。 年間延べ3,422人の児童を受け入れ、待機児童
の解消に寄与した。

210,297

保育課

2303 市立保育所保育
実施事業
私立保育所保育
実施事業

保育所保育実施
事業

保育所入所児童の健全な育成及び保育所の円滑
な運営を行う。

継続実施 ４月から公私立２４園（２分園含む）で、総定
員2，３８５人に緊急枠２７６人を加えた、総
受け入れ枠２，６６１人を確保し、保育を実施
した。

待機児童は減少しておらず、さらなる受入枠の
拡大が必要である。

市立保育所
　

370,302
私立保育所

1,615,564

保育課

就学前の障がい児のう
ち、保育に欠ける児童で
あって、保育士の加配に
よって対応の可能な児童
について、受け入れを行
う。

市立全園で２３人、私立１１園で２１人の障が
い児を受け入れ、統合保育を実施した。（４４
人の障がい児に対して加配保育士を３６人配
置）

保育士の加配が必要と思われる児童が増加傾向
にあることから、保育士配置等の受け入れ体制
の強化、保育士資質の向上が急務である。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

2304 私立保育所助成
金

私立保育所助成
事業

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

新たに子育て支援事業助
成を創設する。

・職員加配への助成、延長保育等の特別保育事
業への助成により公私間格差の是正を図った。
・昨年度の６ヵ所に加えて、新たに３ヵ所（計
９ヵ所）に、子育て支援事業に対する助成を
行った。

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

541,826
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保育課

2305 認定こども園事
業

認定こども園事
業

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

待機児童の状況等を勘案
しながら、新規整備等を
検討する。

市内の認定こども園（私立幼稚園）１園に対
し、運営費の助成を行なった。

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

1,746

保育課

2306 市立保育所整備
事業

保育所建物保全
事業

老朽化した保育所の改修等を行い、保育環境を
改善する。

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

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

現年度
3,465

繰越明許費
27,086

子ども政
策課

宝塚市福祉サービス苦情解決制度　受付件数：
０件

平成23年度の苦情（相談）受付がなかったこと
は、関係施設職員による良質なサービスの提供
によるところが大きいと考えられるが、施設利
用者に対しては、広く制度を周知していく必要
がある。

0

保育課

市立保育所長会、私立保育園長会を通じて苦情
の内容、対処策等について情報の共有に努め
た。

苦情を保育内容の向上につなげていく取り組み
が必要である。

0

保育課

2308 市立保育所保育
実施事業

保育所の第三者
サービス評価事
業の実施

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

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

米谷保育所で第三者サービス評価を受審した。
（受審済み　6ヵ所）

保育内容について第三者の手によって客観的に
検証することができた。

500

2309 市立保育所保育 産休明け保育事 産休明けからの保育を拡充実施する。 新設保育園を含め、私立 市立４園、私立全園（分園を含む１６園）で生 早期の職場復帰を希望する保護者のニーズに応 市立保育所

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名

公私立認可保育所に設置
済み。保育の質の向上に
寄与するように、利用者
への周知を図る。

2307 児童福祉総務事
業

苦情解決制度の
充実

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

2309 市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

産休明け保育事
業

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

市立４園、私立全園（分園を含む１６園）で生
後57日目から保育を実施した。

早期の職場復帰を希望する保護者のニーズに応
え、就労機会の拡大に寄与した。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

☆
2310

市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

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

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

市立８園、私立保育園1６園(うち分園２園)の公
私立全園で実施した。
このうち、４カ所において20時までの延長保育
を実施した。

保護者の就労形態の多様化に伴う保育時間の延
長に対する需要に対応した。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

2311 市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

保育所地域活動
事業

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

新設保育園を含め全園で
実施する。

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

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

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む

保育課

☆
2312

私立保育所助成
金

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

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

平成23年4月開園のはなみずき保育園を含め、
私立１０ヵ所で実施した。
また、市立保育所のわかくさ保育所で10月から
実施した。

リフレッシュ等の私的理由による利用が全体の
半分を占めていることから、単に預かりに留ま
らず、子育て支援的な役割も必要と思われる。

市立保育所
№2303

に含む
私立保育所

№2304
に含む
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保育課

☆
2313

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

右岸・左岸で１か所ずつ
実施

現況（Ｈ21）
 1か所　定員2人
目標値（Ｈ26）
 2か所　定員4人

引き続いて武庫川左岸にある、病後児保育室ひ
まわりルームで実施した。

ここ数年利用率が伸びているが、左岸1ヵ所の
みで市内全域をカバーするのは困難であり、武
庫川右岸地域の需要を満たすためにさらに1ヵ
所の開設が必要である。

5,579

（４）　放課後児童対策の充実

　　①　待機児童の解消　②保育環境の整備　③保育内容の充実

保育課

☆
2314

市立保育所保育
実施事業
私立保育所助成
金

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

試行的に１か所での実施
を検討

現況（Ｈ21） 　－
目標値（Ｈ26）
 1か所　定員10人

平成２３年10月から宝塚さくら保育園で開始し
た。

平成24年度は4月から実施しているので、まず
は保育所入所世帯への周知を図っていく。

№2304
に含む

学校教育
課

3302
再掲

学校教育指導事
業

幼稚園預かり保
育（再掲）

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

実施について検討する方
向。

小学校の参観日に在園児の預かりを実施（延べ
611人）

平成２４年度からは、全園で教育課程終了後お
よび長期休業期間中に希望する在園児を午後４
時３０分まで預かる。

0

青少年課

2401 地域児童育成会
待機児童保育助
成事業

地域児童育成会
待機児童保育助
成事業

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

地域児童育成会の入所児
童が増加し続ける中で、
待機児童も増加してお
り、これまでの事業のみ
ではこれ以上の受入れは
困難なため、多様な方法
により、事業を実施す

○夏休み期間中の待機児童対策として、保護者
が行う自主保育事業の経費の一部に対して助成
を行った。（1カ所 仁川小→参加人数：8人）
○長尾地区の待機児童を対象として、ＮＰＯ長
尾すぎの子クラブが実施している学童保育事業
の経費の一部に対して助成を行った。（入所児
童数最大39人）

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

4,887

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名
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○待機児童保育事業への助成
待機児童を対象に、年間を通じてＮＰＯ法人等
が行う学童保育事業等に対し、運営費の一部を
助成する。

により、事業を実施す
る。
Ｈ１７年度(2005年度)
から実施

童数最大39人）

青少年課

☆
2402

地域児童育成会
事業

地域児童育成会
事業

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

定員が４０人の育成会で
待機児童がある場合は、
定員増を図る。
国の育成会規模適正化の
方針をふまえて児童数７
１人以上の育成会を、４
０人定員の育成会2つに
分割する。
現況（Ｈ２１）
　　25か所
　定員1,630人
目標値（Ｈ２６）
　　35か所
　定員1,895人

児童数の増と余裕教室不足に対応するため西山
小育成会室を建設し、定員を40人から80人に
拡大した。

西山小育成会について学校敷地内に育成会室を
建設し教室不足と児童数の増に対応できた。
（最大入所児童数47人）
平成20年度から延長保育を実施しているが、午
後7時までの延長の要望があり、延長保育の時
間を平成24年度から午後6時半を午後7時まで
に拡大する。

159,968
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３　教育環境の整備
（１）　学校教育の充実

　　①　豊かな心の育成  ②　信頼される学校づくり

学校教育課

3101 学校教育指導事
業

ＴＡＫＡＲＡっ
子いきいきス
クール事業

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

地域の教育力や人材を活
かした「みんなの先生」
制度を充実させる。

みんなの先生やふるさとの先輩など地域の人材
を教育活動に幅広く活用。特に、図書ボラン
ティアの充実を図り、学校内での図書活動の活
性化につなげた。また、幼稚園では、花や野菜
づくりなどの園芸や栽培活動、また地域の子育
て支援活動の工夫が図れた。

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

5,015

学校教育課

3102 トライやる・
ウィーク事業の
推進

トライやる・
ウィーク事業の
推進

中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社
会体験学習等に取り組む。

今後も引き続き、社会体
験学習等の一層の充実を
図る。

市内１２中学校と１養護学校の２年生に在籍す
る生徒１８２４名が、５７７箇所の地域の事業
所で体験活動を実施した。また、その後、報告
会やトライやる・アクションなどで地域の方や
事業所に自分達の活動を報告をしたり、交流行
事を持つなどした。

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

10,146

学校教育課

3103 学校教育指導事
業

「のびのびパス
ポート」の作成

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

引き続き、充実し継続す
る。

小学生用　17,500冊
中学生用　　7,500冊
印刷し小・中学校へ配布

本市においては、新たに『宝塚市立宝塚文化創
造館すみれミュージアム』を追加した。

153

学校教育課

3104 小学校体験活動
推進事業

小学校体験活動
推進事業

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

平成２１年度から実施
今後も継続実施

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

自然学校においては、年々予算が削減されてい
るため、民宿から公的な宿泊施設に変更し、予
算削減に取り組んだ。環境体験事業において
は、交通費をかけて遠くに行って活動するので

38,082

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名
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学校教育課 対象に、体験型環境学習を行い、命のつながり
や営み・環境保全について学習する。 自然学校（2,242名参加）

環境体験事業（2,105名参加）

は、交通費をかけて遠くに行って活動するので
はなく、身近な地域で体験し、予算を削減する
必要がある。

学校教育課

3105 学校教育指導事
業

教育姉妹校提携 松江市との学校間交流を実施。交流を担当する
学校は２年ごとで交代。

両市とも予算削減の中、
可能な範囲内で交流。

松江市の持田小学校が６月に良元小学校を訪
問、松江市の本庄中学校が８月に長尾中学校を
訪問。手紙、ＤＶＤ、冊子の送付をし、交流を
図った。

少ない予算の中での実施であるが、松江市の児
童生徒の来宝で、交流を深めることができた。

38

学校教育課

3106 特別支援教育推
進事業

特別支援教育推
進事業

なかよし運動会・ふれあい作品展・自然体験活
動を実施する。

安全に配慮しながら、さ
らなる内容の充実に努め
る。

なかよし運動会は６／１８に実施。ふれあい作
品展は２／３～８に開催。さよならコンサート
は２／１４に実施。

どの行事も年々参加者が増え、障がいの状況も
多様化しており、より一層支援方法について検
討していく必要がある。

6,714

学校教育課

3107 特別支援教育推
進事業

特別支援教育推
進栃木県派遣事
業

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

受益者負担も取り入れな
がら、派遣先など内容の
充実を図り継続する。

８／２２～２６に実施。１９名の生徒が参加。 看護師の同行だけでなく、生徒の状況に合わせ
て医師や栄養士も同行し、必要な支援を行うこ
とができた。

4,679

22



教育支援課

3108 子ども支援事業 子ども支援事業 ○子ども支援サポーター配置事業
一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがち
な児童生徒に個別指導できる心理相談員・別室
登校指導員を派遣する。
○支援ボランティア
特別な支援が必要な児童生徒に必要に応じてボ
ランティアによる人的支援を行う。
○幼稚園巡回カウンセリング
○学校園訪問相談事業

支援の必要な児童生徒に
適切な支援を行う。

・３月にサポーター配置希望調査を行い、４月
当初より全小学校と必要な中学校に週１日のサ
ポーターを配置した。
・４月の新たな環境での学校生活において課題
がみられる子どもについて追加配置の希望調査
を行い、５月末より配置した。

H23配置状況
･心理相談員…30小中学校69名
･別室登校指導員…9中学1小学校
･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…７校８中学1年
･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…113名の児童生徒
･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9
回派遣、相談件数は延べ262件
・学校園訪問相談…20小中に延べ27回派遣

・サポーターが配置されたことで対象の子ども
の大半がおちついた学校生活が送れるように
なった。
・今後も、サポーターの力量向上を図るととも
に、学校においては、教職員対象の子ども理解
の研修や担任だけが悩んだり抱え込んだりする
のでない組織的な校内支援体制の構築が必要で
ある。

43,147

市立病院

０人（該当児童生徒なし） 今年度は該当児童生徒がなく実績はなし
対象となる児童生徒があれば、関係機関と連携
し、迅速に学級を開設する

0

学事課

学校教育課

3110 学校教育指導事
業
中学校行事振興
事業

クラブ活動振興 ・対外課外活動補助（各種大会の参加費・登録
費・施設利用費・宿泊費・交通費・物品の購入
などの補助）
・クラブ活動指導力向上研究会
・中学校部活動外部指導者活用事業委託（各校4
名外部指導者を配置する。）

集団の一員としての自覚
を深め、協力してよりよ
い生活を築こうとする実
践的態度を育てるため
に、生徒の部活動・課外
活動等を充実させる。

対外課外活動補助事業では、県大会以上の参加
に対する補助が４７件あり、大会参加費、交通
費、宿泊費の補助を行った。また、市内１２中
学校に合計４８人の部活動外部指導者を配置
し、各校の部活動でより専門的な指導ができる
ようにした。一堂に会す大会の少ない吹奏楽部

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

12,425

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

3109 宝塚市立病院内
「すみれ学級」
の設置

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

学校教育法に基づく院内
学級であり、継続する。
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名外部指導者を配置する。）
・吹奏楽フレッシュコンサート（市内各校の吹
奏楽部の合同コンサート）

活動等を充実させる。 ようにした。一堂に会す大会の少ない吹奏楽部
には、５月に「フレッシュ・コンサート」とい
う合同演奏会の場を設けた。

切な形で市内部活動の充実を図る。

学校教育課

3111 教育国際化推進
事業

教育国際化推進
事業

日本語の不自由な児童・生徒のサポーター派遣
を実施する。

日本語が不自由な外国籍
及び帰国児童・生徒の学
校生活うを支援し、地域
社会に速やかに適応でき
るようにする。

日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園生活を
支援し、学校園と家庭との意思の疎通を助ける
ために母語を理解するサポーターを2幼稚園、
14小学校3中学校に派遣した。また、日本語を
母語としない幼児児童生徒に、日本語指導のサ
ポーターを8小学校1中学校に派遣した。

日本語の不自由な幼児児童生徒の学校園での学
習や生活、先生や友達との意思疎通や保護者と
学校との連絡などのサポートを41名の幼児児童
生徒にしてもらい成果を挙げた。しかし帰国子
女の増加や突然外国からの途中転入があり、後
期の予算が足らなくなることがあった。また、
一定の在日期間があっても、生活言語は話せて
も、学習言語の定着が難しい場合があり、派遣
時数の拡充の検討が必要である。

3,668

青少年課

3112 青少年音楽活動
推進事業

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

市が指導者を配置し、直
接実施している事業であ
るが、今後は、保護者と
も連携し、事業の充実を
図る。

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

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

7,416

学校教育
課

青少年セ
ンター

3113 学校教育指導事
業啓発事業

生徒指導の強化
充実

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

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。

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

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

65
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社会福祉
協議会

3114 宝塚市福祉教育
推進事業

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

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

（自由活動）２２校、
（ステップ活動）４校
（選択活動）３校

認知症シニアサポーター養成講座の実施など、
新たなプログラム展開がみられた。学校と地域
が連携した取り組みは少しずつ増えてはいるも
のの、まだ少ないのが現状。

836

環境政策
課

3115 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

小学校における
環境学習支援事
業

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

平成１９年度(2007年
度)に試行後、平成２０
年度(2008年度)から実
施

市立小学校１校で実施 実施校数を増やす手法を検討する。 36

社会教育
課

3116 市実行委員会に
対する県委託事
業

学校支援地域本
部事業

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

ボランティアの養成。
学校の需要調査に応じた
ボランティアを組織化し
地域の力を活かしてい
く。

学校支援ボランティアと学校とを繋げる地域
コーディネーターを７人配置し、継続して支援
した。

学校に配置する地域ボランティアを増やすこと
が望まれるが、２３年度から県委託事業から県
費補助事業となり予算規模が縮小している。

1,433

学校教育
課

3117 学校図書館教育
推進事業

学校図書館教育
推進事業

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

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

市立全小中学校に緊急雇用就業機会創出事業の
予算で学校図書館司書を配置した。1校につき1
日4時間、年間６０日の配置である。なお小学
校においては業務委託として宝塚高齢者雇用福
祉事業団に、中学校においては7人の司書を直
接雇用した。

司書を配置することにより、学校図書館の環境
整備が行われ、児童生徒にとって魅力ある図書
館となった。そのため来館する子どもも増え
た。今後、小学校においても直接雇用できるよ
う検討する必要がある。

15,202

学校教育課

3118 学校教育指導事
業

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

平成17年度(2005年
度)より、市立全学校園
において実施する。

平成17年度より宝塚市立全学校園において実施
している。

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

0

3119 スクールサポー
ター事業

スクールサポー
ター事業

市立小中学校において、児童生徒の基礎学力の
向上を目的として、教職を目指す大学生や教員

平成24年度から派遣日
数を１校あたり50日と

市立全小中学校にスクールサポーターを配置し
た。小学校においては27人で年間826回、中

児童生徒の学力向上に寄与する事ができた。し
かし原則3年生以上で活動が限られてしまって

2,156
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学校教育課

ター事業 ター事業 向上を目的として、教職を目指す大学生や教員
OB、教員免許所持者等を指導補助員として学校
に派遣し、主に放課後において児童生徒に学習
補充の支援を行う。

数を１校あたり50日と
する。

た。小学校においては27人で年間826回、中
学校においては13人で年間367回の配置と
なった。

かし原則3年生以上で活動が限られてしまって
いたので、配置総数の74.7％しか満たなかっ
た。

（２）　社会教育の推進

社会教育
課

3201 社会教育総務事
業

市ＰＴＡ協議会
活動支援

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

ＰＴＡ協議会の自主性を
尊重しながら活動を支援
する。

12校（園）の単位PTAの研修を支援し、788
名が参加した。

今年度は幼稚園のPTAへの支援ができたため、
前年度より微増したものの、全体として支援実
施の単位PTA数が減少している。

120

教育研究
課

3202 視聴覚センター
事業

視聴覚センター
事業

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

ニーズに応じた視聴覚教
材の充実に努める。

子ども会、ＰＴＡ、地域子育てグループ等への
活動の充実を支援するための視聴覚教材の貸し
出しを行った。

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

367

スポーツ
振興課

3203 社会体育振興事
業

社会体育振興事
業

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

事業の内容を見直しつ
つ、継続実施

（財）宝塚市スポーツ教育振興公社に委託し、
２４の市民スポーツ大会、１５の市民スポーツ
教室、少年スポーツ振興事業、地域スポーツ
リーダー活性事業、松江市とのスポーツ交歓会
を実施した。宝塚市体育協会には１０６万円の
補助金を交付した。

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

9,415

平成２３年度
決算見込額
（千円）

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 平成２３年度実績 評価・課題
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スポーツ
振興課

3204 地域スポーツ活
動支援事業

スポーツクラブ
２１ひょうご事
業

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

平成１７年度(2005年
度)中に全小学校区２４
校にスポーツクラブが設
立。今後は、クラブの自
立に向け支援していく。

「スポーツクラブ２１ひょうご」宝塚市推進委
員会を１回開催
スポーツクラブ２１たからづか連絡協議会を２
回開催
小学校区内の子どもから高齢者までが多様なス
ポーツ活動を通してふれ合うことにより、子ど
もたちの健全育成と健康増進を図ることができ
た。

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

10

スポーツ
振興課

3205 社会体育振興事
業

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

事業の内容を見直しつ
つ、継続実施

総合体育館メインアリーナで、ニュースポーツ
体験・市民体力測定、サブアリーナで、スポー
ツクラブ２１交流大会（スローイングビンゴ）
を行った。参加者は２４チーム（８８名）

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

300

スポーツ
振興課

3206 ハーフマラソン
実施事業

ハーフマラソン
実施事業

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

今後も継続して事業を行
う。

４、３２７人（全出走者数）
１，２０２人（ファミリーマラソン出走者数）

市民スポーツの振興を図れただけでなく、ファ
ミリーマラソン種目を通し、青少年の健全育成
を図ることができた。また、２３年度の大会も
募集定員を上回るなど、全国的にも知名度の高
い大会となってきている。

7,402

公民館

3207 公民館講座事業 サマースクール 公民館グループが日頃の活動で培われた知識・
技能を社会還元すると共に、学校外活動を促進
するために小・中学生を対象にした講座を夏休
みの期間中に開催する。

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

中央公民館　8ｸﾞﾙｰﾌﾟ
 248名
東公民館　7ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　171人
西公民館　9ｸﾞﾙｰﾌﾟ　　138人　受講
7/25～28実施

参加した子ども達が大人達から熱心に学び、共
に楽しく交流が図れたことは非常に意義があっ
た。

86

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名

25

7/21～24実施

中央図書
館

200

西図書館

222

中央図書
館

児童書を5,533冊購入した。
平成23年度行事参加人数
総数5,258人（一般2,989人、児童2,269人）

今後も継続して事業を行う。 6,175

西図書館

児童書を1,957冊購入した。
平成23年度行事参加人数
総数4927人（一般2347人、児童2580人）

今後も継続して事業を行う。 2,547

3209 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

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

今後も継続して事業を行
う。

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

平成24年度も引き続き、児童書の購入に努める
とともに、学校等で子どもたちに絵本の読み聞
かせを行ってもらうボランティア養成のために｢
絵本の読み聞かせボランティア養成講座｣を中央
図書館で開催する。西図書館では｢ストーリーテ
リングボランティア養成講座｣を開催する。ま
た、引き続き｢子どもの読書活動推進委員会事務
局｣として、計画の管理進行を行う。

関係各課と連携を取りな
がら、具体的な施策の展
開を図る。

3208 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

子どもの読書活
動推進計画実施
計画

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

25



国際文化
課

3210 国際交流事業 松本・土井アイ
リン海外留学助
成金

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

留学修了者による報告会
の開催、市広報やマスコ
ミを通じて広く市民へ周
知を図り、応募者の増加
を図る。

平成23年度交付決定者13名（第1回目）、留
学修了者9名（第2回目）

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

7,400

社会教育
課

3211 ２０歳のつどい
事業

２０歳のつどい 新成人を祝し、また自ら社会人としての責任や
義務を自覚させるため、つどいを開催する。

今後も引き続き、成人式
運営委員会による企画・
運営で実施していく。

成人式運営委員10人で会議9回開催。成人式当
日は新成人対象者の53.9％の1176人が参加し
た。

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

3,561

（３）　幼児教育の充実

保育課

市立保育所保育
実施事業

幼稚園、保育所
と小学校の連携

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

連携についての必要性を
認識し、毎年、計画的に
交流や研修を進めてい
る。

夏期に幼稚園教諭の保育所見学実習を受け入れ
交流を図った。（対象幼稚園：長尾南・良元
対象保育所：平井・わかくさ）
西谷認定こども園と保育所職員（２名）が保育
内容理解を深めることを目的とした学習交流会
をした。

国の幼保一体化の動きを見据えながら、引き続
き交流を図っていく。

№2303
に含む

学校教育
課

学校教育指導事
業

夏季休業期間の1週間、市内公立保育所および
西谷認定こども園で幼稚園教諭が体験実習研修
を行い、幼稚園との連携を深めた。また、保育
士と幼稚園が共に学びあうことのできる研修の
機会をもった。近隣の保育所と校区内の小学校
との交流を行った。

子ども同士は勿論、幼稚園教諭と保育士との交
流をもつことができた。ただ、近隣に保育所が
ない幼稚園での定期的な交流は難しい。

0

3302 学校教育指導事 幼稚園預かり保 地域の実態や保護者の要請により、教育課程に 実施について検討する方 小学校の参観日に在園児の預かりを実施（延べ 平成２４年度からは、全園で教育課程終了後お 0

3301

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名
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学校教育
課

3302 学校教育指導事
業

幼稚園預かり保
育

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

実施について検討する方
向。

小学校の参観日に在園児の預かりを実施（延べ
611人）

平成２４年度からは、全園で教育課程終了後お
よび長期休業期間中に希望する在園児を午後４
時３０分まで預かる。

0

教育支援
課

3303 子ども支援事業 幼稚園巡回カウ
ンセリング事業

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

今後も継続実施 公立幼稚園12園に年間9回、計108回の臨床心
理士による巡回相談を実施し、幼児の発達・心
理等の様々な問題や悩みを抱える保護者及び教
職員の相談（延べ262件）に応じた。

・園の規模等により、相談件数等に格差が生じ
ている。
・カウンセリングに対して身構える保護者もあ
り、園からの保護者への声かけが難しい。保護
者への周知の文言を「幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ」か
ら「幼稚園巡回相談」に変更することにより、
相談件数の増加を図っていく。

№3108
に含む

26



（４）　男女平等教育の推進

人権男女
共同参画
課

3401 男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

男女共同参画セ
ンターの運営

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

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

①男女共同参画に関する情報の収集および提供
図書178冊、ＤＶＤ10　本を追加　図書貸出冊数
3,150冊
新聞クリッピングコーナー　エルシネマPart２
②女性の悩みに焦点を当てた女性のための相談室
（面接・電話）ｻﾎﾟｰﾄ・ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを実施（2
回）
面接相談　１２５件
電話相談　７２１件
③男女共同参画の推進を図るための啓発講座の開
催　男女共同参画エンパワメントセミナー（7回）
女性セミナー（３回）男性セミナー（3回）女性の
ためのリフレッシュセミナー(2回）親子育ちセミ
ナー(5回）ＣＡＰワークショップ(２回）女性キャ
リアアップセミナー（4回）女性のためのからだの
セミナーフリートーク(6回）資格取得講座(８回＋
実習５日間）エル・キッズルーム（25回）
④男女共同参画に関する市民活動の支援　エル
フェスタ、センターフェスティバル、市民活動応
援セミナー（６回）利用登録グループ連絡交流会
(6回）
⑤貸館　来館者数（58,133人）学習交流室の稼
働率５０％

・男女共同参画の推進に関する情報の収集・提
供事業、啓発事業、相談事業、グループの育
成・連携により、男女平等に関する意識啓発が
できた。男女共同参画社会実現に向けて、現在
の事業に引き続き取り組む。

5,436

保育課

市立保育所保育
実施事業

全教育活動の見
直し

性的な固定観念で、個性を束縛していないか
を、全教育活動の中で見直すため、校長会や教
職員の研修を進める。保育所では、生活と遊び

平成１７(2005)～１８
(2006年度)年度に男女
共生教育教職員資料「自

各保育所において、豊かな自尊感情を育むこと
を基盤とし一人一人の子どもの人権を大切にす
るための保育実践を取り組み白書としてまとめ

日々の保育を振り返り保育課題を共有する中、
一人一人の思いが表現できる環境が大切である
ことに気付くことが出来た。

№2303
に含む

3402

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題課名 № 事務事業名 　事　業　名
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保育課
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。

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。

るための保育実践を取り組み白書としてまとめ
た。

ことに気付くことが出来た。

学校教育
課

人権教育推進事
業

各幼・小･中学校において、「男女共生教育」の
取り組みのまとめを作成することができた。

「男女共生教育」が人権教育全体計画や年間指
導計画に明確に位置づけられるようにする。

0

学校教育
課

3403 人権教育推進事
業

教材・資料の収
集と活用、教育
内容の充実

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

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。

各小・中学校において、男女共同参画社会の実
現に向け、授業で「自分らしく生きる」を活用
し、男女共生教育の取り組みを実施した。

各幼・小・中学校において、「自分らしく生き
る」の一層の活用を推進し、改定に向けての検
討を継続する。

0

教育研究
課

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

図書の貸し出しをすることにより、教員の資質
向上に努めることができた。

237

教育研究
課

3404 人権教育文化事
業

教職員に対する
研修の充実

教職員等に対しての、男女平等に関する研修を
実施する。

現職研修会の中で他の研
修課題と調整の上実施し
ていく。

現職研修として、教育総合センター主催の研修
では実施せず。

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

0
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（５）　子どもの人権擁護の推進

　　① いじめ・不登校などへの対応　 ② 子どもの健全育成の実施

中央公民
館

5102
再掲

公民館講座事業 親育ち講座(再
掲)

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

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

ジュニア科学塾in宝塚
　７組　１４名の参加（小学校高学年・中学と
保護者）
　３回の連続講座
　西公民館で実施

　親子のふれあいを通して、科学へ興味を持っ
てもらうことができた。

150

教育支援課

3501 教育相談事業 不登校対策事業 ○訪問指導員の活動、訪問ボランティア「Palふ
れんど」派遣
訪問指導員が長欠児童生徒が在籍する学校及び
長欠児童生徒宅を訪問し、児童生徒、保護者、
学校をつなぐ。また児童生徒と年齢の近いPalふ
れんどが、家庭訪問する。
○適応指導教室運営
不登校問題の解消に向けて、適応指導教室の運
営を行い、集団復帰のための支援を行う。

今後も継続実施 ・学校から報告のあった長欠児童・生徒につい
て、①訪問指導、②適応教室、③Ｐａｌふれん
ど訪問で対応した。その結果、不登校への学校
の対応力が高まり、不登校生徒の出現率が低下
した学校がる。
・適応教室においては、専門性を活かしなが
ら、多様化、困難化する不登校への対応に取り
組んだ。
・引きこもり状況の子どもたちには、Ｐａｌふ
れんどを派遣し、家庭での関係作りを通して外
に出る力をつけていくよう支援した。

H23活動状況
・訪問指導員による学校及び家庭訪問指導…
516回
・ﾊﾟﾙふれんど活動回数…1035回

・学校においては、不登校状態が長期化、重篤
化しているにもかかわらず、支援につながらず
状況が改善されないケースがある。学校園及び
各関係機関との連携した対応が求められる。

№1336
に含む

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名
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・ﾊﾟﾙふれんど活動回数…1035回
・内ﾊﾟﾙふれんど家庭訪問回数…6件延べ160回

教育支援課 3108
再掲

子ども支援事業 子ども支援事業
(再掲)

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

支援の必要な児童生徒に
適切な支援を行う。

・３月にサポーター配置希望調査を行い、４月
当初より全小学校と必要な中学校に週１日のサ
ポーターを配置した。
・４月の新たな環境での学校生活において課題
がみられる子どもについて追加配置の希望調査
を行い、５月末より配置した。

H23配置状況
･心理相談員…30小中学校69名
･別室登校指導員…9中学1小学校
･ｺｰﾁﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾀｰ…７校８中学1年
･支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ…113名の児童生徒
･幼稚園巡回ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ…公立幼1園につき年間9
回派遣、相談件数は延べ262件
・学校園訪問相談…20小中に延べ27回派遣

・サポーターが配置されたことで対象の子ども
の大半がおちついた学校生活が送れるように
なった。
・今後も、サポーターの力量向上を図るととも
に、学校においては、教職員対象の子ども理解
の研修や担任だけが悩んだり抱え込んだりする
のでない組織的な校内支援体制の構築が必要で
ある。

43,147

青少年セ
ンター

3502 青少年相談事業 定例ケース会議 問題を持つ児童・生徒、保護者の個別ケースに
ついて教育・福祉が中心になり、毎月定期的に
問題解決に向けて検討を行う（必要に応じて学
校・こどもセンター・警察・保健所・家庭児童
相談室等の出席を要請する）。スクールソー
シャルワーカーが入り助言する。

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

結果（Ｈ2３）
定例ケース会議　‥
　毎月１回実施　９５件　　　　　　　　　個
別ケース会議　‥
　年間７２回実施

年々、ケース件数が増え続け、毎月のケース会
議では情報提供のみで終わることが殆どで各課
や学校の具体的な動きの検討ができなかった。
ＳＳＷ配置校の学校ではＳＳＷの指導・助言に
より家庭への働きかけや教師の指導能力を高め
る上で効果があった。

0

青少年セ
ンター

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

現況(H21.12月末)
 114件
今後も継続実施

結果（Ｈ2３）
８９件

特に小学校では虐待、中学校では非行、指導不
服従等に関する相談が多く、定例ケースや個別
ケース会議において具体策を考えていくが、解
決にいたるには難しい状況にある。

0
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青少年セ
ンター

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

現況(21年12月末)
 410件
今後も継続実施

結果（Ｈ2３）
３８３件

月～金は10:00～19:00、この時間以外は他の
機関へ転送する体制で２４時間対応（子ども専
用）の悩み電話相談を行う。成果は目に見える
ものではないが、悩みを持つ子どもの心が少し
は安らいだり、心の居場所としての機能を果た
している。

523

青少年セ
ンター

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

年間数件程度実施 結果（Ｈ2３）
１校２件（２名）
１名は１ヶ月毎日、もう１名は４ヶ月毎日

個別指導により、生徒も心を開き効果のある指
導ができた。

0

青少年セ
ンター

3506 団体の育成・連
携

無職少年進路指
導研究調査委託

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

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

結果（Ｈ2３）
年４回の連絡協議会を実施。
訪問による追跡調査２８校　年１回実施
郵送による追跡調査140校　年２回実施
１２月通信制高校の向陽台高校見学の研修会を
実施

毎年、高校１年生を対象に追跡調査を行い、中
途退学や長期欠席になりそうな生徒に早期に指
導ができるように中学校とも連携しながら取り
組んでいる。例年３０名以上の中途退学者がで
ているが、２０名近くは他の高校へ進路変更し
ており、これも追跡調査による早期の中学校へ
の情報提供の成果といえる。

5

学校教育
課

3507 青少年育成事業 「いじめ問題解
決に向けてー参
考資料ー」策定
事業

いじめをなくすために、「いじめ問題対策マ
ニュアル」を作成・活用を図る。

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

いじめをなくすため県教育委員会の資料を配布
した。

「いじめ問題対策マニュアル」を改訂する事が
できなかったので、平成24年度は改訂を行う必
要がある。

0

教育支援
課

3508 子ども支援事業 スクールカウン
セラー配置事業

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成21年度（2009年度）以降、全12中
学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

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

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成21年度より全12中学校4小学校に配
置及び全小学校に対応。

県に対して、小学校の追加配置希望を挙げてい
く。

０
※国・県の事

業

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題
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課 学校4小学校に配置及び全小学校に対応。 目標値（Ｈ26）３６校 置及び全小学校に対応。

教育支援
課

3509 学校教育指導事
業

教諭への研修実
施(教育相談事
業)

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

現況（Ｈ21）
学校カウンセリング講座
1回。
今後も継続実施

・子どもたちの心の変化や身体に表れる兆しの
早期発見、的確な対応力向上に向けて学校カウ
ンセリング講座を開催した。
・H23年8月1日開催
・ﾃｰﾏ「教職員のための教育相談の技術」

今後も継続実施。 №1336
に含む

教育支援
課

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

現況（Ｈ21）
指導主事：2人、非常勤
嘱託：7人、その他相談
員：延べ12人/W。相談
件数（面接339 件、電
話181 件、10月15日
現在）。
今後も継続実施

教育相談員による継続的な来所相談（原則親子
並行面接）や、学校園等関係機関との連携を行
うことで、相談者の主訴が解消され、相談が終
了されることをめざした。
・教育相談受理件数…364件
・面接回数…延べ9654回
・電話相談受理件数…236件

教育相談員が、支援を要する児童生徒の課題解
消のため、緊急訪問や関係機関との連携を行
い、迅速で適切な支援に努めた。

・週１回の面接実施が主訴解消には効果的であ
るが、相談受理件数の増加に伴い、現状の相談
員体制では隔週1回や月1回の来所相談を余儀な
くされ、相談終了までの期間が長くなっている
状況である。
・学校園への緊急対応、学校園や関係機関と連
携した適切な支援が求められている状況に対応
するため、教育相談員の勤務体制の見直し及び
更なる相談体制の見直しが必要である。

15,763

青少年課

3511 緊急雇用就業機
会創出事業
（H21～H23
年度は、ふるさ
と雇用再生事業
で実施）

思春期ひろば 不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者
が、安心して参加できる居場所の提供と地域住
民等が関わることができる環境を創り出す。学
校や学校外の関係機関と連絡調整を行い現状の
課題把握に努める。

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

不登校やひきこもりに悩む子どもとその保護者
が気軽に集うことのできる場（ひろば）の提供
と不登校やひきこもりへの理解を推進する啓発
事業を行った。
居場所の開設：3箇所
啓発セミナー開催：4回
インターネットを活用した情報発信：ブログな
ど

若干名ではあるが居場所へ継続参加し、参加者
同士話す中で勇気づけられ、学校や就職へ向け
て取り組む居場所としての役割が果たせた。

4,607
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青少年セ
ンター

3512 青少年補導事業 青少年補導事業 青少年の健全な育成を目指し非行に走らないよ
う問題行動の早期発見、早期指導を推進するた
めに一般補導、特別補導、夜間特別補導を実施
するとともに再非行防止を図るため、関係機関
と連携を図りながら事後補導、継続補導を行
う。

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

結果（Ｈ2３）
○夜間特別補導　‥　夏４回・冬１回
○特別補導（行事）年1０回
○一斉補導　‥　月１回
○班別街頭補導　‥月４回
○関係機関合同補導　‥　年１回
○一般補導　‥　多数実施

特定地域の公園では夜遅く青少年が溜まり、近
隣の家が迷惑を受けることが多々あり、青少年
センターも連絡を受けて補導活動をするが、成
果は見られず辛抱強く続ける以外方法はない。
毎週１回の夜間教育長パトロールは青少年と良
い関係を築いていく上で効果があった。今後も
週１回の夜間パトロールは継続実施。

90

青少年セ
ンター

3513 啓発事業 非行防止啓発活
動

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

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

結果（Ｈ2３）
〇市内３か所に横断幕、  ６７か所に懸垂幕、
幟旗を総合センター周辺に設置（７月、１１
月）
〇「わかば」を毎月１回発行

○市内３か所に横断幕、  ６７か所に懸垂幕、
幟旗を総合センター周辺に７月と１１月の年２
回設置。　　　　　　　　　　　　　○「わか
ば」については、青少年の健全育成に係る関係
者の写真や記事を多用し、相互の連携や理解を
深めていく。

0

青少年セ
ンター

3514 啓発事業 各種非行防止研
修会、連絡会の
開催

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

開催される全ての研修会
へ可能な限り参加して、
関係機関等との連携を更
に、深める。

結果（Ｈ2３）
　関係機関の会議への参加‥７２回

今年度も積極的に参加し、連携の強化をはかっ
ていく。

0

3515 青少年育成事業 青少年育成市民 地域が主体的に青少年の育成に取り組む組織と 住民による地域での主体 各中学校区毎の青少年育成市民会議が青少年育 各校区で地域の実情に沿った啓発活動が実施さ 3,044

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名
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青少年課

3515 青少年育成事業 青少年育成市民
会議の活動推進

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

住民による地域での主体
的な活動としての定着を
図る。

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

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

3,044

学校教育
課

3516 学校教育指導事
業

児童の権利に関
する学習

子どもの権利条約についてのリーフレットを作
成し、中学校１年生に配布

子どもの権利条約につい
てのリーフレットを中学
生に配布し啓発を図る。

子どもの権利条約についてのリーフレットを中
学校１年生に配布。

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

65

子ども政
策課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

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

継続実施 子ども条例を啓発するため子ども条例のパンフ
レットを学校を通じて私立及び公立の小学４年
生、中学１年生や児童館等の公共施設に配布し
た。また、子ども議会に参加した子どもにも配
布し、啓発を行った。

子どもたちには、毎年学校を通じてパンフレッ
トを配布し啓発しているが、大人へは各公共施
設に配布しているだけであり、啓発の方法が課
題である。

4

子ども家
庭支援セ
ンター

家庭教育推進事
業

家庭教育学級を中心に子どもの人権に関する学
習機会の提供を図る。

継続実施 家庭教育学級12学級を開設した。
各家庭教育学級で１回ずつ実施した。

自主的な活動の中で自立した活動に繋がったと
考える。

No5101
に含む

人権男女
共同参画
課

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

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

親子育ちセミナーの中で
実施する。

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（１回）
（参加者　親子６組）
親だって楽しみたい！「わたし」が「わたし」
にもどる時間（全24回）（参加者述べ　親子
145組）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショッ
プ」（参加者　子ども１６人　おとな１６人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさ
ず子育てする方法　親を楽しむ５つのスキル
～」（全５回）（参加者延べ１０９人）

　親子育ちセミナー等により、子どもを一人の
人間として尊重する意識の啓発ができた。引き
続き、同趣旨の事業に取り組む。

484
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子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭支援
センター事業

きらきら通信等情報紙に
掲載

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

子どものつぶやきを「きらきら」に掲載するま
では至らなかった。
今後、紙面づくりを検討する。

No1101
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

テーマに沿った保育の取り組みの中でこどもの
ことば、つぶやきを収集し文化祭で展示した
り、冊子にして配布した。

引き続いて冊子の作成・配布によって、こども
のことば、つぶやきを広く伝えていく。

№2303
に含む

人権文化
センター

人権文化セン
ター管理運営事
業

センターだより（年４回発行）
くらんど：16800部
まいたに：13200部
ひらい　：  8000部

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

くらんど：
306

まいたに：
234

ひらい　：
136

学校教育
課

学校教育指導事
業

広報紙を通じて幼稚園か
らの情報の発信を継続す
る。

広報紙を通じて幼稚園からの情報の発信を計画
的に行うことができた。

広報紙だけでなくホームページ等を通じて幼稚
園からの情報の発信を継続する

0

子ども家
庭支援セ
ンター

子ども家庭支援
センター事業

関係職員の意識
啓発

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

子育て支援者研修の実施
（年１回）

子育て支援者担当者研修
開催日：３月１日実施
テーマ：「地域で支える子育て支援」～地域を
基盤としたソーシャルワークの視点から～
講師：関西学院大学　中島尚美助教
参加者：４４人

予防的視点をもって子育て支援をする担当者に
とって、ストレングスの視点でかかわる重要性
を学ぶことができた。

No1101
に含む

保育課 市立保育所保育
実施事業

人権保育を推進するた
め、他の研修と併せて研
修の充実を図る。

各保育所毎に職員を対象に研修を実施した。市
立保育所職員全員を対象に研修を実施（１８０
人参加）

自己の振り返りを行い、人権感覚の高揚につな
がった。

№2303
に含む

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

3518

3517 乳幼児の思いを
くみとる取り組

みの推進

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

人権文化センターだより
および文化祭での展示等
で子どもの「つぶやき」

を広く伝える。

31

教育支援
課

教育相談事業 専門家の講師による事例
研究や講演により、教師
の子ども理解に関する力
量を高める。

・子どもたちの心の変化や身体に表れる兆しの
早期発見、的確な対応力向上に向けて学校カウ
ンセリング講座を開催した。
・H23年8月1日開催
・ﾃｰﾏ「教職員のための教育相談の技術」

今後も継続実施。 №1336
に含む

子ども政
策課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

権利擁護のため
の研究

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

関係各課で継続して検討
していく。

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

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

0

学校教育
課

学校教育指導事
業

リーフレット「子どもの権利条約」を市内全中
学1年生に１月に配布。

今年度は、リーフレットを改訂して配布したた
め、配付時期が例年より遅くなった。

65

3519
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４　安全・安心の子育て環境
（１）　子育てを支援する生活環境の整備

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

住まい政
策課

4101 市営住宅管理事
業

市営住宅管理事
業

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

空家募集においては、可
能なかぎり、母子世帯等
優先枠を設定していく。

空家募集において母子世帯等優先住宅及び子育
て世帯向け住宅を設定して募集を行った。
母子世帯・・・３件
子育て世帯・・・３件

　今年度も前年度に引き続き、募集住宅の中か
ら、母子・子育て世帯向け住宅について各３戸
ずつ優先枠を確保することができた。
　今後も、これまでの応募実績を参考にしなが
ら、募集時の優先住宅の配分について、慎重に
考慮していく。

0

いきがい
福祉課

4102 福祉総務事業 公共施設の乳幼
児対応の促進

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

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

0

いきがい
福祉課

4103 福祉総務事業 民間施設の乳幼
児対応の誘導

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

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

0

いきがい
福祉課

4104 福祉総務事業 まちのバリアフ
リー化の推進

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

高齢者や障がい者等全て
の人が社会参加できるよ
う、県福祉のまちづくり
条例等によるバリアフ

0

届出数　　  12件
完了届　     20件
適合証　　 　1件

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を推進した。
　なお、平成２３年度７月１日以降は、大半が
建築確認の審査基準となり、条例に基づく届出
は不要となったため、届出件数が大幅に減少し
ている。

平成２３年度実績 評価・課題
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容

平成２３年度
決算見込額
（千円）
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福祉課 条例等によるバリアフ
リー化に取り組む。

子ども家
庭支援セ
ンター

4105 子ども家庭支援
センター事業

赤ちゃんの駅設
置、啓発

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

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

８０か所設置（公共施設４４か所、民間施設３
６か所）
　追加１３か所（公共施設１１か所、民間施設
２か所）
　削除　　１か所（民間）

環境を整備したことで安心して乳幼児を連れて
外出する機会を提供できた。

No1101
に含む

管財課

4106 財産管理事業 市庁舎管理事業 市庁舎内設備のバリアフリー化の一環として、
乳幼児とともに来庁される市民の利便性向上を
図るため、平成１７年度(2005年度)に授乳室の
設置。

維持に努める。 市庁舎G階及び１階に設置している「赤ちゃん
の駅」の維持に努めるとともに、案内用看板を
５箇所設置し、利便性の向上を図った。

　 61

管財課

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

維持に努める。 市役所駐車場に整備している優先駐車区画２区
画について、維持に努めた。

　 0
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道路政策
課

4108 ノンステップバ
ス購入助成事業

公共交通機関の
整備補助事業

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

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

超低床ノンステップバスの導入
阪急バス　1台

超低床ノンステップバスの導入率
現況（Ｈ23）
 阪急バス　58.6%
 阪急田園バス 100%

移動円滑化の促進に関する基本方針に基づき平
成32年度までに完了する。

1,000

（２）　子どもの安全・安心の確保

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

防犯交通
安全課

4201 交通安全対策事
業

街頭交通指導員
委託

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

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

契約校　公立小学校24校196箇所について無
償委託。

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

0

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名 平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）
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防犯交通
安全課

4202 交通安全対策事
業

幼児交通安全ク
ラブ

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

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

幼稚園クラブ5（小浜、安倉、長尾、長尾南、
丸橋）
地域クラブ1（旭町）
児童館クラブ1（御殿山）
参加幼児にうさちゃんクラブワッペンを配布。
交通教室を19回開催
参加者　幼児1186人、保護者668人

幼児とその保護者への交通安全啓発に寄与し
た。

34

防犯交通
安全課

4203 交通安全対策事
業

交通安全キャラ
バン

市内の公私立幼稚園を巡回し、母と子の交通安
全教室を実施する

現況   （Ｈ21） 13回
目標値（Ｈ26） 15回

15回開催
※開催していない公立幼稚園５園は幼児交通安
全クラブで実施。
参加者　幼児1438人　保護者504人

幼児とその保護者への交通安全啓発に寄与し
た。

50

防犯交通
安全課

4204 交通安全対策事
業

交通安全宅配便 市内の子ども会、子育てサークル、児童館等へ
出向き、交通安全指導を行う。

現況   （Ｈ21） 3回
目標値（Ｈ26） 5回

老人クラブ、子育てサークル、育成会等を対象
に30回実施。
啓発グッズ等を配布した。

高齢者や地域の幼児・保護者等への交通安全啓
発に寄与した。

50

防犯交通
安全課

4205 交通安全対策事
業

自転車教室及び
自転車競技大会

学校や地域での自転車教室の開催
小学生・高齢者自転車競技大会の開催

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

小学校自転車競技市大会に20チームが参加。西
谷小学校チームが優勝し県大会に出場した。
高齢者自転車市大会に6チームが参加。ふれあ
いチームが優勝し県大会でも団体優勝した。
学校・地域等で自転車教室を開催。

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

30
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防犯交通
安全課

4206 宝塚防犯協会
補助金

宝塚防犯協会補
助

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

子どもを犯罪、事故等か
ら守るためには、当該団
体の存在意義はより大き
くなるので、今後も活動
に対して補助を行う。

住みよいまちづくりの推進のため、防犯意識の
普及活動及び少年非行防止活動等を行った。
活動に対する事業補助金を交付した。
　当初１，０８５千円交付
　追加　　１００千円交付

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

1,185

防犯交通
安全課

4207 防犯事業 安心メール配信
システム「ひょ
うご防災ネッ
ト」

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

利用者の拡大と有効な情
報配信

緊急情報利用登録
　　　　　　　　１１，８８５件
お知らせ情報利用登録
　　　　　　　　　９，４８７件
緊急情報配信総数
　　　　　　　　　　　１８６件

情報伝達に有効な手段であるため、さらに利用
者を拡大できるようＰＲする。

1,260

防犯交通
安全課

4208 防犯事業 アトム防犯パト
ロール活動支援

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

子どもを見守る安全・安
心なまちづくりを推進す
るため、地域防犯パト
ロール活動を支援してい
く。

防犯グループ立ち上げ支援及び育成
　たすき２００本作成

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

200

防犯交通
安全課

4209 防犯事業 宝塚市アトム１
１０番連絡車

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

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

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

公務中の安全運転励行、犯罪の抑止効果として
大きいため、さらに認知してもらえるようＰＲ
する。

0

青少年セ
4210 啓発事業 宝塚市アトム１

１０番連絡所
子どもを守る駆け込み所として市内約2,200軒
の民家や商店等に依頼して「宝塚アトム１１０

現況（Ｈ21）
　　　　2,171 件

結果（Ｈ2３）
　2２６1件

アトム１１０番連絡所宅へ、一斉防犯の日時や
各小学校の下校時間等の通知が出来れば、もっ

0

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名
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青少年セ
ンター

１０番連絡所 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。

　　　　2,171 件
目標値（Ｈ26）
　　　　2,300件

　2２６1件 各小学校の下校時間等の通知が出来れば、もっ
と多くの目で見守りができるようになるので、
まずはこの通知方法が検討課題である。

学校教育
課

学校教育指導事
業

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

毎年無償貸与を行う。 市立小学校及び養護学校小学部の新入生児童に
防犯ブザーを２，４３２個無償貸与している。
市立幼稚園に園児数を配置し、貸与している。

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

819

学校教育
課

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

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

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

0

保育課

市立保育所保育
実施事業

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

児童福祉施設に勤務する職員を対象とした、不
審者侵入等への対応についての講習とサスマタ
を使用しての実技を警察と安全安心課の協力を
得て２回実施した。

安全対策、防犯対策及び危機管理についての意
識を高めることが出来た。

№2303
に含む

西消防署

東消防署

4212 応急手当普及講
習会

応急手当の基礎知識を普及、啓発するため、市
民を対象に講習会を開催する。

今後も継続して実施

4211 防犯体制の整備

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

220救急講習会実施回数１７１回
救急講習会参加人員３４０５人
救急講習会指導者数６５１人

救急講習会に一度も参加したことのない市民へ
の普及啓発活動が課題である。

34



青少年セ
ンター

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

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

結果（Ｈ２３）１件 随時報告を受け、即対応に努める。 0

人権男女
共同参画
課

3516
再掲

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

児童の権利に関
する学習（再
掲）

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

親子育ちセミナーの中で
実施する。

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（１回）
（参加者　親子６組）
親だって楽しみたい！「わたし」が「わたし」
にもどる時間（全24回）（参加者述べ　親子
145組）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショッ
プ」（参加者　子ども１６人　おとな１６人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさ
ず子育てする方法　親を楽しむ５つのスキル
～」（全５回）（参加者延べ１０９人）

　親子育ちセミナー等により、子どもを一人の
人間として尊重する意識の啓発ができた。引き
続き、同趣旨の事業に取り組む。

484

学校教育
課

4214 青少年育成事業 「いじめ問題解
決に向けてー参
考資料ー」策定
事業

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

今後も継続実施 今年度は、県教育委員会の資料のみ配布した。 ネットいじめ対応マニュアルを改訂する必要が
ある。

0

4215 環境浄化事業 有害図書対策 青少年に有害な図書やビデオ、DVDの回収をす 市内１３箇所に白ポスト 市内13箇所に白ポストを設置 白ポストの回収については、今後とも月３回実 6

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題
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青少年セ
ンター

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

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

市内13箇所に白ポストを設置
月3回回収
Ｈ23は、有害図書2,991冊、有害ビデオ632
本、有害DVD2,104枚を回収。

白ポストの回収については、今後とも月３回実
施する。

6

青少年課 3515
再掲

青少年育成事業 青少年育成市民
会議の活動推進
(再掲)

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

住民による地域での主体
的な活動としての定着を
図る。

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

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

3,044

青少年セ
ンター

3503
再掲

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

現況(H21.12月末)
 114件
今後も継続実施

結果（Ｈ2３）
８９件

特に小学校では虐待、中学校では非行、指導不
服従等に関する相談が多く、定例ケースや個別
ケース会議において具体策を考えていくが、解
決にいたるには難しい状況にある。

0

青少年セ
ンター

3504
再掲

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

現況(21年12月末)
 410件
今後も継続実施

結果（Ｈ2３）
３８３件

月～金は10:00～19:00、この時間以外は他の
機関へ転送する体制で２４時間対応（子ども専
用）の悩み電話相談を行う。成果は目に見える
ものではないが、悩みを持つ子どもの心が少し
は安らいだり、心の居場所としての機能を果た
している。

523
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教育支援
課

3508
再掲

子ども支援事業 スクールカウン
セラー配置事業
(再掲)

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成21年度（2009年度）以降、全12中
学校4小学校に配置及び全小学校に対応。

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

（国・県の事業）小・中学校を通じて、子ども
達に対して、専門的カウンセリングを実施す
る。平成21年度より全12中学校4小学校に配
置及び全小学校に対応。

県に対して、小学校の追加配置希望を挙げてい
く。

０
※国・県の事

業

子育て支
援課

1337
再掲

児童虐待防止推
進事業

家庭児童相談室
事業(子ども家
庭なんでも相
談)(再掲)

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

増大する子育て不安等、
第一線の相談・援助機関
として、その役割は益々
増大しており体制整備を
図る。また、県健康福祉
事務所、川西こども家庭
センター等の関係機関と
の連携を強化する。

・相談体制強化
　家庭相談員４人、係長１人、事務職員１人体
制
・子ども家庭なんでも相談
相談件数　　888件
相談延べ回数14,492回
・ショートスティ利用回数  9回
　　　〃　　利用延べ日数  33日

気軽に相談できる場と安心できる雰囲気づくり
に努めたため、各相談件数とも増加し、相談者
が抱える子育て等の不安の軽減に役立った。

№1333
に含む

５　家庭や地域の子育て力・教育力の向上
（１）　家庭教育の推進

子ども家
庭支援セ
ンター

5101 家庭教育推進事
業

家庭教育推進事
業

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

平成22年度(2010年
度)から内容を見直して
継続実施する。

家庭教育学級12学級を開設 公立幼稚園のみで実施している家庭教育学級を
子ども家庭支援センターが関与する意義が薄く
なってきている。

306

5102 親育ち講座 成長過程別親育ち講座
○新米ママのふれあいタイム
・生後３～１０か月の第１子を持つ「親子」を

「新米ママのふれあいタ
イム」「親子ふれあい講
座」は市域全体で実施で

成長過程別親育ち講座を実施した。
○新米ママのふれあいタイム（１講座２回）
・４回開催

・受講ニーズが高いため、定員より多い人数で
開催するとともに、市民が受講しやすいように
各児童館でも実施することで親育ちや育児不安

958家庭教育推進事
業

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題
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・生後３～１０か月の第１子を持つ「親子」を
対象に助産師、保健師等を交えて、発達にあわ
せた具体的な指導や助言、親子の交流を促す。
１講座２回　年5回
○きらきら子育て講座
・１歳児の「親」を対象に、甲子園大学と共催
で、乳幼児期の発達や関わり方等について、講
演、ワークショップをする。
１講座２回　年２回
○親子ふれあい講座
・２～３歳児の親子を対象に、親子育ちプログ
ラムを活用して子どもの発達や関わり方につい
ての講座やワークショップ、親子遊びを実施
１講座４回　年１回

座」は市域全体で実施で
きるよう児童館事業とし
ての展開を図る。

・４回開催
延参加者人数：310人
・児童館３館（安倉・西谷・野上）で各１回開
催
○きらきら子育て講座（１講座３回）
２回開催、
延べ参加者人数：113人
○きらきら親子ふれあい講座（１講座４回）
１回開催、
延べ参加者人数：91人
・児童館４館（子ども館・御殿山・高司・安
倉）で各１回開催

各児童館でも実施することで親育ちや育児不安
の軽減に役立った。
今後、さらに児童館等で一定基準の講座が提供
できるように調整していく必要がある。
・地域子育て支援拠点事業施設（センター型）
として、妊娠期から思春期までの子どもの成長
過程別の講座を開催している所は少ない。（県
内は神戸市のみ）

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

平成22年度(2010年
度)から実施する。

○学齢期・子育てパワーアップ講座（１講座７
回）
フレミラ宝塚：２回開催
延参加者人数：241人
○学齢期・子育てパワーアップ講座ミニ（１講
座２回）
児童館（安倉・中筋・西谷・御殿山・野上・子
ども館）で１回ずつ開催
○思春期子育てほっとセミナー（１講座５回）
フレミラ宝塚：１回開催
延参加者人数：88人

　 　

子ども家
庭支援セ
ンター

36



子ども家
庭支援セ
ンター

家庭教育推進事
業

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

地域での実施を視野に入
れて内容を精査して実施
する。

平成２２年度に№5102に事業統合 　 －

中央公民
館

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

ジュニア科学塾in宝塚
　７組　１４名の参加（小学校高学年・中学と
保護者）
　３回の連続講座
　西公民館で実施

　親子のふれあいを通して、科学へ興味を持っ
てもらうことができた。

150

人権男女
共同参画
課

男女共同参画セ
ンター管理運営
事業

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

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

親子で遊ぼう！「エル・キッズルーム（１回）
（参加者　親子６組）
親だって楽しみたい！「わたし」が「わたし」
にもどる時間（全24回）（参加者述べ　親子
145組）
親子育ちセミナー
「新１・２年生のためのＣＡＰワークショッ
プ」（参加者　子ども１６人　おとな１６人）
「スターペアレンティング～たたかず甘やかさ
ず子育てする方法　親を楽しむ５つのスキル
～」（全５回）（参加者延べ１０９人）

育児、子育て、家庭教育における不安解消、家
庭や地域の子育て力・教育力の向上に寄与でき
た。

484

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

継続実施 ５回講座（１回２時間）
1　乳幼児の発達
2　幼児期の発達

来年度も満足いただける話が提供できるよう、
講師選定に配慮するとともに、来年度からは乳
幼児期を対象とした講座は、他の課、機関でも

250

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名

37

青少年セ
ンター

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。

2　幼児期の発達
3　学齢期前期の子どもの育ちと親子関係の変
化
4　学齢期後期の子どもの育ちと親子関係の変
化
5　中学生“ゆれる”１４歳延べ４１１名の保
護者の参加有。小学２年、４年生のお子さんを
持つ保護者の参加が多かった。

幼児期を対象とした講座は、他の課、機関でも
多く行っているので、センターとしては学齢
期、思春期に限定した２講座で行うことにす
る。

人権文化
センター

5103 人権文化セン
ター管理運営事
業

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

子育て講演会、教室等を
通じて人権感覚豊かな子
どもの育成。

くらんど：おはなし会 　6回
まいたに：おはなし会　２４回
　　　　　おいしい食の講座　４回
　　　　　親子クッキング　１回
ひらい　：おはなし会 　5回
　　　　　子育て講演会　2回

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

くらんど：
60

まいたに：
173

ひらい　：
85

学校教育
課

5104 人権教育文化事
業

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

子育て学習会、地域懇談
会、幼児教育学習会を各
人権文化センター毎にそ
れぞれ学期に１回程度開
催する。

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
実施した。

内容や実施時間、広報を工夫し参加者の拡大に
努める。

3,655

中央図書
館

今後も継続して事業を行
う。

西図書館

健康推進
課

5105 中央図書館管理
運営事業
西図書館管理運
営事業

ブックスタート
事業

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

赤ちゃんと保護者に、絵本を開く楽しい体験と
一緒に絵本を手渡し、心ふれあうひとときを持
つきっかけを作る活動として実施。ボランティ
アによる絵本の読み聞かせの後、子育てに絵本
を取り入れることの大切さ、図書館の利用案内
などを伝えた上で、1冊の絵本をプレゼントし
た。

宝塚市に生まれたすべての赤ちゃんを対象とす
る事業として、順調に実施、保護者からも好評
を得ている。事業を継続するために、新たに
ブックスタートボランティアを募集し、研修の
上参加してもらう。10か月児健診の開始に伴
い、ブックスタート事業のフォローアップとし
て、読み聞かせを推奨するちらしを配布する。

1,577
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子ども家
庭支援セ
ンター

5106 子ども家庭支援
センター事業

児童ふれあい交
流促進事業

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

大型児童センターと連携
して実施

乳幼児とその親のふれあい・交流事業に中学・
高校・大学生が参加
・楽しく遊ぼう会：13人
・新米ママのふれあいタイム：10人
・きらきら子育て講座：86人

事業を通じて赤ちゃんとふれあい、交流するこ
とで次世代育成にも役立った。

No1101
に含む

子ども家
庭支援セ
ンター

5107 家庭教育推進事
業

妊娠期の子育て
カレッジ

産前産後の母体や育児にもリスクが高いとされ
る、多胎児出産予定の妊婦を対象とする。
虐待予防の観点から、4日間の講座を通して仲間
作りをすると共に、臨床心理士によるワークな
どで、妊娠期・出産への不安を軽減する。

妊娠期・出産への不安軽
減のため実施する。

○妊娠期の子育てカレッジ
多胎妊婦を対象に、赤ちゃんの心とどう向き合
うかをテーマにグループワーク等の講座を実施
　１講座（4回連続）　２回
　参加者延人数　26人

様々なワークを通して妊産婦の心身の状況の理
解を深めることができ、妊婦の不安軽減に繋
がった。

平成２４年度は№１２０３と事業統合する。

88

（２）　適切な情報提供の推進

子ども家
庭支援セ
ンター

5201 子ども家庭支援
センター事業

広報・子育ての
総合情報誌等の
発行

○広報等
　子育てに関する総合的な情報を提供するため
に、毎年５月１日の広報たからづかや社協たか
らづかに特集記事を組む。また、ミニコミ誌等
を発行しているボランティアと連携して、情報
提供、情報交換に努める。
○子育て情報誌「たからばこ」
　妊娠した段階から、保健、保育、子育て支援
に関する情報を包括的に提供する。妊娠届、転
入届提出時等に市内各公共施設等で配布する。
○「お出かけマップ」（21年度(2009年度)末
に、30000冊作成）

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

〇５月号広報で子育て支援特集を掲載し、市の
子育て支援施策を周知した。
〇子育て支援総合的情報誌「たからばこ」を
7,000冊作成し、妊娠届、転入届提出時等に市
内各公共施設等で「おでかけマップ」と一緒に
配布した。
〇「子育て通信　きらきら」を年４回発行し、
児童館や市内各公共施設等で配布した。

広く市民に子育てに関する情報を提供できた。 No1101
に含む

今後の展開の方向
（計画策定時のもの）

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
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に、30000冊作成）
　22年(2010年)４月から「たからばこ」に併
せて配布するとともに、家庭で乳幼児を育てて
いる保護者や支援者に公共施設等で配布する。
○「子育て通信　きらきら」
　子育てに関する情報提供と啓発に努める。
（年４回）

子ども家
庭支援セ
ンター

5202 家庭教育推進事
業

こどもプレス夢
クルーの発行

子どもたちの遊びや体験活動、子育てに関する
情報などを定期的に提供する。

今後の展開の方向あり方
を検討する。

平成22年度から休止し、№5201の子育てべん
りナビによる情報提供に移行。

　 －

子ども政
策課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

キッズページ作
成（再掲）

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

内容の充実を図ったほか、子どもたちのキッズ
ページに対する意見を反映させるためアンケー
トを実施した。

昨年度と比べアクセス件数が減少し、アンケー
トに対する回答も少ない状況であったため、子
どもの意見を取り入れ、子どもがより興味を持
つようなサイトとしていく必要がある。

352

環境政策
課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

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

緑のカーテンに関するページの追加など内容の
充実を図った。

引き続き内容の充実を図る 60

6204
再掲

平成１９年度(2007年
度)から実施。
継続して実施し、内容の
充実を図る。
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（３）　三層構造による子育て支援システムの構築

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

市民協働
推進課

5301 ｺﾐｭﾆﾃｨ活動推進
事業

地域ネットワー
ク推進事業

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

子育て支援への取組みを
啓発する。また、地域の
諸課題の解決を目指す
「地域ごとのまちづくり
計画」を作成し、既に子
育て支援に取組んでいる
まちづくり協議会もあ
り、子育てについて情報
の共有を図る。

まちづくり協議会の運営等に関する情報交換を
行った。

情報の共有機会を設けていく。 0

社会福祉
協議会

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

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

子育て支援プロジェクトチーム：６回実施。命
をつなぐネットワーク会議：４回実施。子育て
ぶっちゃけ会：２回実施。思春期ひろば講座
（フレミラと共催）：１回実施。父親力向上講
座（高司児童館と共催）：３回実施。食育講
座：１回実施。

｢いのちを繋ぐネットワーク会議｣を４回開催
し、モデル地区を設定し、具体化していくとい
う方向性が示された。また、社協の地域福祉推
進部門と社協運営の児童館が連携したことで、
社協内部で課題を共通認識でき、講座などの具
体的プログラムを共有できるようになった。

248

保育課

5302 市立保育所保育
実施事業

地域子育て支援
センター事業

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

子育て支援業務の一つと
して、コーディネート機
能の向上を図る。

子ども家庭支援センターが主催する「コーディ
ネート研究会」に３回参加した。

コーディネート機能を強化することにより、子
育て支援拠点事業の強化につなげていく。

№1101
に含む

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名
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子ども家
庭支援セ
ンター

5303 児童館運営事業 地域児童館運営
事業

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

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

高司、中筋、安倉、御殿山児童館にコーディ
ネーターを配置した。
また、地域子育て支援拠点に位置づけている児
童館も一緒に「地域子育て支援コーディネート
研究会」に参画し、各児童館の現状把握・分
析、知識の共有を図った。

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

№1101
に含む

子ども家
庭支援セ
ンター

5304 児童館運営事業 出前児童館事業 地域児童館を核として、各小学校区内の児童館
のない地域へ児童厚生員が出向き、既存の公共
施設等を活用して遊びの指導や、「地域の子育
てサロン」への支援等を実施する。

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、子ども
館は第6ブロック子ども館協議会を指定管理者
として指定、また、中筋、御殿山、野上の運営
法人に対して補助をして出前児童館事業を実施
した。また、大型児童センターに対して中高生
出前児童館事業を委託して実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　100回 5,813人 平均58.1人
第２ブロック：野上児童館
　175回 5,072人 平均28.98人
第３ブロック：御殿山児童館
　186回6,180人 平均33.23人
第４ブロック：安倉児童館
　163回 5,738人 平均35.20人
第５ブロック：中筋児童館
　138回 4,558人 平均33.03人
第６ブロック ：子ども館
　71回 2,765人 平均38.94人
全市域（中高生）
　96回 1,198人 平均12.22

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

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

25,739
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子ども家
庭支援セ
ンター

5305 子ども家庭支援
センター事業

子ども家庭支援
センターの運営

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

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

○神戸大学の伊藤教授の助言を得ながら「地域
子育て支援コーディネート研究会」を３回開催
した。
研究テーマ：「地域子育て支援コーディネート
システムの研究開発と検証」のうち、ひろばで
行うターゲット支援、各児童館等の課題につい
て

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

№1101
に含む

子ども家
庭支援セ
ンター

5306 子ども家庭支援
センター事業

児童館等巡回相
談事業

地域子育て支援拠点として位置づけている児童
館等の職員のエンパワメントを高めるため、保
健師や臨床心理士等専門職や専門機関のアウト
リーチサービスを実施する。

子ども家庭支援セン
ター、児童館等子育て支
援にかかわる職員のエン
パワメントを高める。

専門職等による児童館巡回相談を実施
・利用者対象
　保健師：２９回　２２０件
　相談員：５３回　　８８件
・職員対象
　臨床心理士等：７３回２２５件
・巡回相談に係る全体協議　４回

児童館のひろばで保健師等の相談ができたこと
で、利用者の子育ての不安が軽減された。
課題を抱える子どもや家庭への対応について、
臨床心理士等からスーパーバイズされたことで
児童館職員の資質の向上が図れた。

1,005

いきがい
福祉課

1340
再掲

民生・児童委員
活動補助事業

民生児童委員活
動補助（再掲）

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

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

・子どもに関する相談・支援件数
　　　　　１,８６７件
・要保護児童の発見通告・仲介件数
　　　　　　　６２件

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

30,524

40

推進し、心豊かな子どもを育てる活動を展開す
る。

一層の支援活動が求めら
れるため、事業を継続す
る。

６　子どもの社会参加の促進
（１）　子どもたちの居場所・活動の場の充実

　　  ①　子どもの居場所づくりの充実　②　さまざまな体験の機会の提供

施設課

6101 小・中学校施設
整備事業

地域開放クラブ
ハウス

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

施設の老朽化や教育の多
様化、住宅開発による児
童数増等から、学校本来
の施設整備が急務となっ
ており、クラブハウスの
新設は困難。

新規設置事業の実施なし。 施設の老朽化や教育の多様化、住宅開発による
児童数増等から、学校本来の施設整備が急務と
なっており、クラブハウスの新設は困難。

0

スポーツ
振興課

6102 学校体育施設開
放事業

学校体育施設開
放事業

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

事業の内容を見直しつつ
継続実施。小学校区単位
で設立のスポーツクラブ
に運営を任せることも検
討。

体育館・運動場登録団体２４２団体。プール開
放児童19,835人。

小学校体育施設開放においては、登録団体間の
調整が難しくなってきている。プール開放につ
いては、学校・PTA・行政が一体となった取組
が必要であるが、近隣市のプール事故を受け、
今後の運営方法を再検討してほしいとPTAより
声が挙がっている。

25,884

人権文化
センター

6103 人権文化セン
ター管理運営事
業

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

読書を通じて、青少年の
健全育成を図り、交流を
進めていく。

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

くらんど：
253

まいたに：
136

ひらい　：
150

　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
課名 № 事務事業名 　事　業　名

平成２３年度
決算見込額
（千円）

平成２３年度実績 評価・課題
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人権文化
センター

1102
再掲

人権文化セン
ター管理運営事
業

活動拠点の整備
（再掲）

地域活動の拠点として広く活用できるよう施設
整備を推進する。

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

ひらい人権文化センターの整備については、無
期延期とした。

ひらい人権文化センターは老朽化に対応できて
いない。「エレベーターがない」等施設のバリ
アフリー化ができていない。

0

青少年課

6104 青少年育成事業 子ども会育成事
業

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

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

・デイキャンプ（7月実施）、場所：三田市野
外活動センター、参加人数9１人
・親子でクッキング（8月実施）、場所：東・
西公民館、参加人数：19人＋35人＝54人
・子ども会育成者研修会、場所：市立勤労市民
センター、講師：中筋児童館長、参加人数14人
・子ども会新聞2,500部×1回、2,000部×1
回発行した。
・子ども会夢まつり（９月実施）は台風接近に
より中止。子ども会ふれあいイチゴ狩り、野島
断層見学ツアー80人参加（3月実施）。

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

1,162

青少年課

☆
6105

放課後子ども教
室事業

放課後子ども教
室事業

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

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

Ｈ23年４月には開設20校区のうち１９校区に
おいて放課後子ども教室を実施。１校区はＨ22
年９月より休止となっている。
また、Ｈ2３年９月に丸橋小学校区で新たに開
設し、平成２３年度の実施校区は２０校区と
なった。

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

9,394

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題

41

 20教室
目標値（Ｈ26）
 24教室

青少年課

6106 ふるさと雇用再
生事業

放課後プラン人
材育成・啓発事
業

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

平成21年度(2009年
度)から実施。

子ども教室啓発セミナー　年２回
ボランティア養成講座　　年２回
を実施。
また、放課後子ども教室と地域児童育成会のよ
りよい連携を目指し、西宮市・尼崎市への聞き
取り調査や育成会指導員へのアンケート調査を
実施した。

放課後子ども教室の実態や関係団体との連携に
ついて調査し、結果を研修などで活用すること
で育成会や児童館と良い関係性が築けてきてい
る。しかし啓発セミナーなどの参加者は伸びて
おらず、ボランティアスタッフの増加に向けて
は、市民の方へまだまだ周知する必要がある。

3,785
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子ども家
庭支援セ
ンター

6107 児童館運営事業 地域児童館運営
事業

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

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

○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、西谷は
ＮＰＯ法人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ、子ども館は
第6ブロック子ども館協議会を指定管理者とし
て指定した。また、中筋、御殿山、野上の運営
法人及び平井財産区会に対して人件費相当額を
補助した。
・利用状況
高司児童館：小学12,784､中学1,560、高校
350､計14,694人
野上児童館：小学6,431､中学341、高校95､
計6,867人
御殿山児童館：小学7,633､中学2,622、高校
321､計10,576人
安倉児童館：小学6,991､中学902、高校
548､計8,441人
中筋児童館：小6,003､中学428、高校178､
計6,609人
西谷児童館：小学2,437､中学485、高校
124､計3,046人
子ども館：小学3,841､中学87、高校2､計
3,930人
平井児童館：就学前2,571、小学3,965､中学
231、高校112､大人2,850、計9,729人

子どもたちの居場所として児童館が健全育成の
役割を果たすことができた。

31,418

子ども家
庭支援セ
ンター

5304
再掲

児童館運営事業 出前児童館事業
(再掲)

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

継続実施 ○高司、安倉は宝塚市社会福祉協議会、子ども
館は第6ブロック子ども館協議会を指定管理者
として指定、また、中筋、御殿山、野上の運営
法人に対して補助をして出前児童館事業を実施

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

乳幼児向けには曜日・場所を固定する常設型は

25,739

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名
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てサロン」への支援等を実施する。 法人に対して補助をして出前児童館事業を実施
した。また、大型児童センターに対して中高生
出前児童館事業を委託して実施した。
・利用状況（ｲﾍﾞﾝﾄ・派遣型を含む）
第１ブロック：高司児童館
　100回 5,813人 平均58.1人
第２ブロック：野上児童館
　175回 5,072人 平均28.98人
第３ブロック：御殿山児童館
　186回6,180人 平均33.23人
第４ブロック：安倉児童館
　163回 5,738人 平均35.20人
第５ブロック：中筋児童館
　138回 4,558人 平均33.03人
第６ブロック ：子ども館
　71回 2,765人 平均38.94人
全市域（中高生）
　96回 1,198人 平均12.22

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

6108 児童館運営事業 大型児童セン
ター（センター
機能）運営

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

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

地域児童館のスキルアッ
プ、青少年リーダーの育
成を図りながら、継続し
て事業を実施する。

○宝塚市社会福祉協議会を指定管理者として指
定した。
・利用状況
小学11,367､中学11,960、高校11,536､計
34,863人

○ネットワーク会議　３回開催

中・高校生等の居場所としての役割が果たせて
いる。

経験のある職員が少ないため、今後、継続性の
ある青少年の育成の視点と地域児童館の統括機
能をより充実する必要がある。

32,164

青少年課 3511
再掲

緊急雇用就業機
会創出事業
（H21～H23
年度は、ふるさ
と雇用再生事業
で実施）

思春期ひろば
(再掲)

不登校やひきこもりに悩む当事者とその保護者
が、安心して参加できる居場所の提供と地域住
民等が関わることができる環境を創り出す。学
校や学校外の関係機関と連絡調整を行い現状の
課題把握に努める。

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

不登校やひきこもりに悩む子どもとその保護者
が気軽に集うことのできる場（ひろば）の提供
と不登校やひきこもりへの理解を推進する啓発
事業を行った。
居場所の開設：3箇所
啓発セミナー開催：4回
インターネットを活用した情報発信：ブログな
ど

若干名ではあるが居場所へ継続参加し、参加者
同士話す中で勇気づけられ、学校や就職へ向け
て取り組む居場所としての役割が果たせた。

4,607

手塚治虫

6109 手塚治虫記念館
運営事業

手塚治虫記念館
運営事業

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

魅力ある企画展、イベン
トを開催し、マンガ・ア
ニメ文化をとおして「自
然への愛と生命の尊さ」
を伝えていく。

常設展示のほかに企画展として「手塚治虫の
ブッダ～限りなく広がる創造力～」、「osamu
moet moso feat.いとうのいぢ」、「萬画～石
ノ森章太郎の世界～」、「手塚治虫を装丁す
る」を開催した。また、企画展ミュージアム

入館者数が前年度と比べて増加した。引き続
き、企画展やイベントなどの実施に取り組み、
継続的な情報発信をしていく。

69,022

平成２３年度
決算見込額
（千円）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績 評価・課題
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手塚治虫
記念館

を伝えていく。 る」を開催した。また、企画展ミュージアム
トークや4コママンガ作りのワークショップ、
箕面公園昆虫館とのタイアップによる標本展と
講演、親子の理科教室などのイベントを実施し
た。

人権文化
センター

6110 人権文化セン
ター管理運営事
業

自然体験事業 自然体験人権学習会（サマーキャンプ）等を実
施する。

青少年が自然環境の下で
様々な体験や人権学習を
行い、人権を尊重する感
性を育てると共に、地域
の人権文化推進の人材育
成を図っていく。

３センターとも丹波少年自然の家にて自然体験
を行った。

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

くらんど：
642

まいたに：
434

ひらい　：
266

環境政策
課

6111 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

自然観察事業 こどもエコクラブ事業（環境省）による環境学
習の支援を行う。

自主的な環境学習・活動
への支援

平成２３年度以降は、こどもエコクラブ地方事
務局は県に移管されている。

　 －

環境政策
課

6112 環境保全対策事
業（啓発、支
援）

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

継続実施 貸出件数３件 学校等での課外学習に役立っている。 0

政策推進
課

6113 企画調整事業 丹波少年自然の
家建設・運営費
負担金

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

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

平成23年度延利用者人数
　　　　　　　46,737人
（うち宝塚市利用者延人数）
　　　　　　　7，363人
※延人数は、１泊２日を１人として計算してい
る。

 宿泊延人数が前年度比1，277人の利用者減
となった。（うち、本市は、423名減となって
いる。）
利用者実数としては、ほぼ横ばいの状況で推移
しているが、集客の約65％を小学校5年生の自
然学校による利用者が占めている関係上、今後
の少子高齢化の進展に合わせて、利用率が下が
ることが危惧される。更なる施設の魅力発信を
行い、自然学校以外の利用者の獲得に努力する
とともに、効率的な運営、利用者サービスの向
上に努めるよう、要請していく。

16,511

43



公園緑地
課

6114 公園維持管理事
業

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

気軽に自然に触れ楽しめ
る場を継続して提供して
いく

やすらぎ広場の下草刈り、トイレの維持補修等
を実施し、環境の保全に努めた。

平成23年度のクリーンハイキングは雨天のため
中止となったが、今後とも継続して啓発を進め
ていくことが必要。

1,200

公園緑地
課

6115 公園維持管理事
業

既設公園・子ど
も遊園整備

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

老朽化した公園から順次
継続して改修していく

平成23年度は、公園ベンチの改修を集中的に行
い、23箇所のベンチを修繕した。また大型複合
遊具の取替え（仁川台北公園外3箇所）などを
行った

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

71,715

公園緑地
課

6116 公園維持管理事
業

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

引き続き市民１人当たり
7.0㎡を目指して、継続
して取り組んでいく

開発に伴う帰属公園の遊具について、安全な遊
具の設置を指導した。また（仮称）宝塚音楽学
校記念公園は花のみち・さくら橋公園として開
設した。

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

258,504

青少年課

6117 プレイパーク事
業

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

現在休止中。プレイパー
クに必要な場所や運営団
体を検討

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

0

学校教育
課

3102
再掲

トライやる・
ウィーク事業の
推進

トライやる・
ウィーク事業の
推進(再掲)

中学校２年生全員を対象に、１週間、地域で社
会体験学習等に取り組む。

今後も引き続き、社会体
験学習等の一層の充実を
図る。

市内１２中学校と１養護学校の２年生に在籍す
る生徒１８２４名が、５７７箇所の地域の事業
所で体験活動を実施した。また、その後、報告
会やトライやる・アクションなどで地域の方や
事業所に自分達の活動を報告をしたり、交流行
事を持つなどした。

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

10,146

評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

　事　業　名 　　　事　業　内　容
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
平成２３年度実績課名 № 事務事業名

44

学校教育
課

3103
再掲

学校教育指導事
業

「のびのびパス
ポート」の作成
(再掲)

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

引き続き、充実し継続す
る。

小学生用　17,500冊
中学生用　　7,500冊
印刷し小・中学校へ配布

本市においては、新たに『宝塚市立宝塚文化創
造館すみれミュージアム』を追加した。

153

学校教育
課

3104
再掲

小学校体験活動
推進事業

小学校体験活動
推進事業（再
掲）

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

平成２１年度から実施
今後も継続実施

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

自然学校（2,242名参加）
環境体験事業（2,105名参加）

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

38,082

44



青少年課 3112
再掲

青少年音楽活動
推進事業

少年音楽隊事業
（再掲）

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

市が指導者を配置し、直
接実施している事業であ
るが、今後は、保護者と
も連携し、事業の充実を
図る。

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

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

7,416

環境政策
課

3115
再掲

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

小学校における
環境学習支援事
業（再掲）

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

平成１９年度(2007年
度)に試行後、平成２０
年度(2008年度)から実
施

市立小学校１校で実施 実施校数を増やす手法を検討する。 36

（２）　子ども参加型のまちづくりの推進

環境政策
課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

宝塚こども環境
会議

継続実施

学校教育
課

学校教育指導事
業

子ども政

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

子どもたちにとっては、
意見表明できる貴重な場
であるとともに市長・教
育長等と直接やり取りが
でき、議会制度を学べ

　平成23年（2011年）8月23日に第12回宝
塚市子ども議会を開催し、公募も含め小・中・
高校生から30人の子ども議員の参加があった。
具体的には、小・中・高校生合同で実施し、ま
た、市内の学校に子どもの傍聴を呼びかけたほ

　学校推薦に加え公募を行い、子ども議員を増
員することにより参加機会の拡大を図ることが
でき、グループ発表の導入などにより、子ども
議会実施後のアンケートにおいて、ほとんどの
子ども議員から「議会の仕組みがわかった」、

131

今後の展開の方向
（計画策定時のもの）

平成２３年度実績 評価・課題
平成２３年度
決算見込額
（千円）

6201 小学生を対象に環境学習を支援する。その学習
の成果を環境展におけるフォーラムにおいて発
表し、市長との環境会議に参加することによ
り、子どもの視点での環境都市づくりを考え
る。
（環境政策課が主所管課）

課名 № 事務事業名 　事　業　名 　　　事　業　内　容

１２月３日実施
市民約１２０名参加
市立小学校３校が参加し、こども環境会議等を
実施した。

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

1,000

45

子ども政
策課

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。

た、市内の学校に子どもの傍聴を呼びかけたほ
か、事前学習会を2回開催し、専門講師による
子どもの権利と参加をテーマとしたワーク
ショップやグループ学習、リハーサルを実施
し、子ども議員に対し、きめ細かな支援を行っ
た。

子ども議員から「議会の仕組みがわかった」、
「意見を伝えられた」との答えがあり、高い評
価を得られ、より有意義なものとなった。
　平成２４年度より同じ目的で行う子ども委員
会とともに有意義なものとなるように検討を行
う。

子ども家
庭支援セ
ンター

6203 児童館運営事業 ミニたからづか
事業

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

大型児童センターの事業
の一環として実施

大人実行委員、中・高校生で組織する「ミニづ
かスタッフ」及び大学生が企画の段階から一緒
に、また、小学生による「子どもリーダー」が
店長として当日の運営に従事した。
ﾐﾆづかｽﾀｯﾌ会議、お仕事習得講座、ﾐﾆたからづ
かｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを経て本番に臨んだ。
今年度は特に子どもリーダーが１６３人と例年
の倍近くの希望があったため、子どもリーダー
の育成にも力を入れた。
○第６回ﾐﾆたからづか
開催時期：平成24年3月24・25日
場所：ﾌﾚﾐﾗ宝塚
参加者数：小学生1,134、中高生36、大人
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む）237　計1,407人
主催：ミニたからづか実行委員会

毎年開催することで、一般参加者から子ども
リーダーに、子どもリーダーからミニづかス
タッフへ、また、その後大学生サポーターへと
子どもの育ちの循環の効果が現れてきた。
今年度は安全対策として入場制限を徹底したと
ころ、朝早くから並ぶ子どもが多かった。子ど
もの健康への配慮も含め、再度入場方法につい
て、指定管理者と検討をしていく必要がある。

600

45



子ども政
策課

次世代育成支援
行動計画推進事
業

キッズページ作
成

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

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

内容の充実を図ったほか、子どもたちのキッズ
ページに対する意見を反映させるためアンケー
トを実施した。

昨年度と比べアクセス件数が減少し、アンケー
トに対する回答も少ない状況であったため、子
どもの意見を取り入れ、子どもがより興味を持
つようなサイトとしていく必要がある。

352

環境政策
課

環境保全対策事
業（啓発、支
援）

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

緑のカーテンに関するページの追加など内容の
充実を図った。

引き続き内容の充実を図る 60

（３）　青少年の就労支援

商工勤労課

6301 労働行政事業 若者就業支援・
相談事業

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

ワークサポート宝塚内に
設置。カウンセラーは週
２回の配置とする。職場
体験実習を行う。

ソリオ２　７F　ワークサポート宝塚内におい
て若者しごと相談を行った。相談人数２４２
人、延べ相談件数２８９件、就労支援セミナー
１５回、参加人数１１２人。

就職後も安定的に雇用が継続されるよう、長期
的なフォローが必要である。

2,553

青少年セ
ンター

3506
再掲

団体の育成・連
携

無職少年進路指
導研究調査委託
（再掲）

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

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

結果（Ｈ2３）
年４回の連絡協議会を実施。
訪問による追跡調査２８校　年１回実施
郵送による追跡調査140校　年２回実施
１２月通信制高校の向陽台高校見学の研修会を
実施

毎年、高校１年生を対象に追跡調査を行い、中
途退学や長期欠席になりそうな生徒に早期に指
導ができるように中学校とも連携しながら取り
組んでいる。例年３０名以上の中途退学者がで
ているが、２０名近くは他の高校へ進路変更し
ており、これも追跡調査による早期の中学校へ
の情報提供の成果といえる。

5

平成２３年度実績

6204

　　　事　業　内　容課名 № 事務事業名 　事　業　名
今後の展開の方向

（計画策定時のもの）
評価・課題

平成２３年度
決算見込額
（千円）

4646



次世代育成支援行動計画　評価指標一覧表

個別事業№ 指標項目
指標項目の定義、出典、算

出根拠
単位

実績値
H21年

度

実績値
H22年

度

実績値
H23年

度
担当課

基本目標１ すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

宝塚市は子育てがしやすい環境だと思う市民の割合
市民アンケート ％

52.3
（H20）

－ 48.0 －

年少人口（１５歳未満）の構成比率 １５歳未満人口÷総人口
（住基）

％ 14.5 14.5 14.5 －

1106
ファミリーサポート事業延べ利用回数（年間）

回 4,027 3,980 3,098 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

1213
乳幼児健康診査受診率（４か月児）

受診者÷対象者 ％ 96.3 95.5 98.3 健康推進課

1213
乳幼児健康診査受診率（１歳６か月）

受診者÷対象者 ％ 95.7 96.5 95.7 健康推進課

1213
乳幼児健康診査受診率（３歳児）

受診者÷対象者 ％ 93.7 92.7 92.8 健康推進課

阪神北広域子ども急病センターを利用する市民患者数（年
1218

阪神北広域子ども急病センターを利用する市民患者数（年
間）

人 10,228 8,061 8,856 健康推進課

小児救急医療体制に関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点
の加重平均点

点
2.35

(H20)
－ 2.67 －

1224
健全母性育成事業実施回数（年間）

母子保健相談指導事業 回 6 5 9 健康推進課

1317
DVに関する啓発講座の参加者数（年間）

人 － － 63 人権男女共同参画課

1333
児童虐待相談対応件数（年間）

件 90 237 299 子育て支援課

1337
児童家庭相談件数（年間） 「市町児童家庭相談統計報

告」（兵庫県）
件 1,219 1,500 1,642 子育て支援課
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個別事業№ 指標項目
指標項目の定義、出典、算

出根拠
単位

実績値
H21年

度

実績値
H22年

度

実績値
H23年

度
担当課

基本目標２ 子育てと仕事の両立支援

男女の役割分担について固定的な観念を持たない市民の割合 男女共同参画についての市
民意識調査

％
38.9

(H16)
－ － －

社会における男女の機会均等が図られていると思う市民の割
合

市民アンケート ％
18.8

(H16)
－ 44.8 －

男女共同参画の視点に立っていると思う市民の割合
市民アンケート ％ － － 30.0 －

2101、2202
2205、2206

男女共同参画に関する講座の参加者数（年間）
人 1,881 1,282 1,228 人権男女共同参画課

2206
女性の就労支援のための講座の参加者数（年間）

各行事の参加者数の合計 人 598 110 160 人権男女共同参画課

2301
認可保育所待機児童数

各年４月１日現在 人 62 48 90 保育課

2312
一時預かり延べ利用人数（年間）

人 14,067 14,652 16,725 保育課

保育サービスに関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点
の加重平均点

点
2.45

（H20）
－ 2.81 －

地域児童育成会待機児童数
2402

地域児童育成会待機児童数
各年４月１日現在 人 79 55 24 青少年課
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個別事業№ 指標項目
指標項目の定義、出典、算

出根拠
単位

実績値
H21年

度

実績値
H22年

度

実績値
H23年

度
担当課

基本目標３ 教育環境の整備

3108
子ども支援サポーターの充足率

配置校÷希望校 ％ 100.0 70.0 100.0 教育支援課

3117
学校図書館における児童生徒１人あたり年間貸し出し冊数 小学校２４校の平均　各年

５月１日現在
冊 36.0 34.8 36.2 学校教育課

3117
学校図書館司書配置充足率

％ 30.6 100.0 100.0 学校教育課

3204
スポーツクラブ21会員数 各スポーツクラブ21事業報

告書
人 5,251 5,517 5,252 スポーツ振興課

3501
不登校児童生徒出現率（小学校） 不登校で年30日以上欠席の

児童÷全児童数
％ 0.23 0.22 0.19 学校教育課

3501
不登校児童生徒出現率（中学校） 不登校で年30日以上欠席の

生徒÷全生徒数
％ 2.87 2.57 2.71 学校教育課

3501
適応教室入級児童生徒の学校復帰率 学校復帰した人数÷適応教

室入級児童生徒数
％ 53.1 40.6 36.6 教育支援課

3501
パルふれんど訪問児童生徒の学校（社会）復帰率 社会復帰した人数÷パルふ

れんど訪問児童生徒数
％ 86.7 100.0 100.0 教育支援課

れんど訪問児童生徒数

3511
思春期ひろば利用者数（年間）

参加延べ人数 人 375 242 173 青少年課

教育総合センターにおける相談件数（年間） 兵庫っこ悩み相談受理状況
調査（兵庫県）

件 4,484 4,793 3,696 青少年センター

地域での青少年の健全育成に関する活動に参加している市民
の割合

市民アンケート ％
6.3

（H20）
－ 5.4 －

問題行動発生件数（年間） 中学校における暴力行為発
生件数

件 121 71 68 学校教育課

いじめなどの問題への市内の小中学校の対策に関する市民の
満足度

市民アンケート。５点満点
の加重平均点

％
2.31

（H20）
－ 2.57 －

刑法犯少年・特別法犯少年の人数（年間）
宝塚警察署、件数は暦年 人 231 180 123 青少年センター

不良行為少年（補導された少年）の人数（年間）
宝塚警察署、件数は暦年 人 1,945 1,379 2,012 青少年センター
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個別事業№ 指標項目
指標項目の定義、出典、算

出根拠
単位

実績値
H21年

度

実績値
H22年

度

実績値
H23年

度
担当課

基本目標４ 安全・安心の子育て環境

歩道の段差解消などのバリアフリー化に関する市民の満足度 市民アンケート。５点満点
の加重平均点

点
2.31

（H20)
－ 2.40 －

歩道段差改良箇所整備率
整備済延長÷計画延長 ％ 72.0 82.0 91.99 道路管理課

4108
ノンステップバスの導入率 ノンステップバス台数÷事

業者バス保有台数
％ 55.2 56.9 58.6 道路政策課

4207
安心メール登録者数

件 10,029 11,491 11,885 防犯交通安全課

交通安全教室・講習会参加者数（年間）
人 17,366 24,176 10,139 防犯交通安全課

防犯講習会の参加者数（年間）
人 1,150 1,130 600 防犯交通安全課

4208
アトム防犯グループ数

件 115 119 120 防犯交通安全課

基本目標５ 家庭や地域の子育て力・教育力の向上

地域全体で子どもの育成に取り組んでいると思う市民の割合
市民アンケート ％

41.4
（H20)

－ 36.0 －

5102
親育ち講座の参加者数（子ども家庭支援センター）

人 706 847 945 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

5102
親育ち講座の参加者数（男女共同参画センター）

人 149 146 141 人権男女共同参画課

基本目標６ 子どもの社会参加の促進

6105
放課後子ども教室実施箇所数（年間）

個所 20 20 20 青少年課

6105
放課後子ども教室延べ利用者数（年間）

人 48,629 59,804 58,443 青少年課

6107
児童館利用者数（年間） 児童館・子ども館、大型児

童センター、出前児童館
人 159,768 203,512 204,212 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

6203
ミニたからづか事業参加者数（年間）

人 1,742 1,740 1,407 子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

6301
若者就労支援事業参加者の就業数（年間）

宝塚ＮＰＯセンター調べ 人 5 7 5 商工勤労課
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