
１　みんなの力で子育て支援
【（１）気軽に相談できる多様な場づくり】 ※「網掛け」：重点事業

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

児童館・学童クラブ・のびのび広
場で実施

【相談件数】
児童館　3,267件
学童クラブ　1,442件

全児童館で実施 【計画どおり達成】
児童館における保護者からの相談
件数及び継続して事業を実施する
ことにより、保護者の育児不安の軽
減としての機能を十分に果たしてい
ることから、計画どおり進捗している
と評価した。

全区立保育園で実施 区立保育園全園で実施
＇直営39園（
延べ相談件数　203件

区立保育園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
児童の保護者からの相談件数及び
継続して事業を実施することにより、
保護者の育児不安の軽減に寄与し
たことから、計画どおり達成している
と達成した。

乳幼児の保護者 乳幼児の健やかな育成のために、身体発
育、精神発達、保護者の育児不安などに
関する保健栄養相談に応じる。

実施回数　120回
相談延人数　7,400人

実施回数　118回
相談延人数　6,843人

【計画どおり進捗】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

実施回数　　　 120回
相談延人数　　7,400人

【計画どおり達成】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

非在園児及び在園児
の保護者

区立幼稚園及び私立幼稚園において、児
童の保護者からの養育その他に関する相
談に応じる。

継続
＇全園（

継続＇全園（
＇区立2園、私立34園の全園で実
施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続(全園) 【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

0歳から18歳未満の
児童及び子育て中の
保護者等

専門職による子育てに関する不安や児童
自身の悩みに対する総合的な相談事業を
実施する。＇虐待予防に関する関係機関と
の相談・連絡調整を含む。（

継続 相談件数　29,729件 【計画どおり進捗】
広い間口で区民からの相談を受け、
必要に応じ健康福祉センターや福
祉事務所等と連携し対応すること
で、虐待の未然防止や二次予防に
つながった。

継続 【計画どおり達成】
相談件数、他機関との連携件数が
増加している中、虐待防止の視点を
踏まえた個別相談の充実を図ること
で虐待防止にも寄与しており、計画
どおり達成と評価した。

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者とそ
の乳幼児

親子交流サロン「0・1・2＇お　いっち　に（
ひろば」で、3歳未満の幼児を遊ばせなが
ら、育児相談などを受けることができる。
※既存のひろば事業の役割を整理

2か所
年間  25,000人利用

2か所
年間　23,690人利用

【計画どおり進捗】
利用実績については、計画どおりに
進捗している。

2か所
年間　25,000人利用

【計画どおり達成】
利用者数は目標に若干届いていな
いが、利用者の満足度は高く計画ど
おり達成していると評価した。今後
は、児童館あり方検討報告＇最終報
告（に基づき、平成27年度末に事業
終了とし、平成28年度から5か所の
児童館でその機能を引き継ぐ。

軽度の児童虐待を行
い、育児に悩みを持
つ保護者とその子ど
も

虐待の不安や子育てに困難を感じている
保護者を対象に、完全に母子分離した状
況の中で、テーマ別のプログラムと継続的
なグループミーティングを実施する。

年間
テーマ別
4日制×3回
継続グループ
12回実施

年間
テーマ別
3日制×3回
継続グループ
9回実施

【計画どおり進捗】
虐待防止を視点に、参加者に対し
て必要なケースに使える相談のメ
ニューとして提供できており、計画ど
おり進捗している。

年間
テーマ別
3日制×3回
継続グループ
9回実施

【計画どおり達成】
広報からの募集だけでなく、個別相
談からも参加につなげている。母の
自己肯定感が上り、育児に前向きに
取組めるよう支援し、虐待の再発防
止に寄与しており、計画どおり達成
と評価した。

生後5か月から離乳
食完了＇18か月程度（
までの乳幼児がいる
保護者＇区民（

訪問栄養士が、依頼のあった保護者の自
宅へ訪問して、一緒に離乳食を作りなが
ら、乳幼児の発達段階や個々の生活に対
応したアドバイスを行う。保護者が離乳食
に対する不安を解消して、安心して子育
てができるよう支援し、食育推進を図る。

訪問栄養指導件数　264件 訪問栄養指導件数 190件 【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
4か月健診時、ﾁﾗｼを保護者全員に
配布し周知している。また、「赤ちゃ
んの駅」にも配布している。今後も、
保護者の離乳食に対する不安の軽
減や子育て支援につなげている。

区内在住の幼稚園、
小・中学校、高校に
通う子どもと保護者

いじめ、思春期の子どもへの対応や学校
生活上の悩み、不安の相談、疑問、不満
及び苦情に対し、各機関と連携して対応
する。
教育相談所の来所相談、電話相談や指
導主事による来室、電話での相談を行う。

スクールカウンセラーや心理士
などとの連携の充実

スクールカウンセラーや心理士など
との連携の充実

【計画どおり進捗】 教育相談の実施
相談回数　延べ7,500回

【計画どおり達成】
学校と連携しながら教育相談機能
の充実を図れた。なお、教育支援セ
ンターへの統合により、蓮根相談所
は廃止とした。

児童虐待に関する専
門相談を希望する保
護者、児童虐待に対
応し専門相談を希望
する関係機関職員

精神疾患＇疑いも含む。（のある保護者と
児童虐待ケースに関わる関係者の相談に
応じ、精神科医のアドバイスを受けながら
今後のケースへの関わり方や支援方法を
探る。

年間
12回実施

年間
10回実施

【計画どおり進捗】
虐待防止の観点から、必要なケース
に対する専門相談として提供できて
おり、計画どおり進捗している。

年間
12回実施

【計画どおり達成】
保護者や関係機関職員と相談を行
うことにより、共通認識を持つことで
虐待の未然防止、再発、悪化防止
に寄与しており、計画どおり達成と
評価した。

「次世代育成推進行動計画(後期計画）　平成26年度進捗状況及び最終評価（見込）一覧

1-(1)-④

子どもなんでも相談事業

子ども家庭支援センター

1-(1)-⑤

親子交流サロン「0・1・2ひろ
ば」

子ども家庭支援センター

1-(1)-⑥

親プログラム

子ども家庭支援センター

1-(1)-⑦

離乳食訪問お助け隊

健康推進課
健康福祉センター

1-(1)-⑧

教育相談の充実
 
教育支援センター

1-(1)-⑨

精神科医による虐待専門相談

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課

1-(1)-①

子育て相談（児童館、保育園）

子ども政策課
保育サービス課

児童の保護者 児童の保護者からの養育その他に関する
相談に応じる＇全児童館・学童クラブ・区立
保育園で実施（。
※のびのび広場は、あいキッズの推進に
合わせ、整合を図っていく。

【計画どおり進捗】
学童クラブの件数減は、あいキッズ
移行のためであり、児童館の相談者
数は順調に推移している。
保育園においては、児童の保護者
からの相談件数、及び継続的な事
業展開により、保護者の育児不安の
軽減に寄与したことから計画どおり
進捗していると評価した。

1-(1)-②

育児相談

健康福祉センター

1-(1)-③

子育て相談（幼稚園）

学務課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区民 次世代育成に係る情報を一元的に収集
し、それを区ホームページや冊子等様々
な媒体を通じてタイムリーに提供する。

子育て情報ブックの発行
ＨＰの充実

子育て情報ブックの発行
合計7,500部発行
ＨＰの充実

【計画どおり進捗】
情報を最新のものに修正しており、
必要部数を発行した。併せてＨＰも
タイムリーに更新を行った。

子育て情報ブックの発行
ＨＰの充実

【計画どおり達成】
区の子育て情報を網羅した情報
ブックを毎年度発行し、区のホーム
ページを活用し情報発信を行って
おり計画どおり達成したと評価とし
た。

【（２）幼稚園における子育て支援】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

非在園児及び在園児
の保護者

区立幼稚園及び私立幼稚園において、児
童の保護者からの養育その他に関する相
談に応じる。

継続
＇全園（

継続＇全園（
＇区立2園、私立34園の全園で実
施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続(全園) 【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

非在園児 幼稚園で未就園児の保育を行う。 継続
＇私立幼稚園を含む全園で実
施（

継続
＇区立2園、私立26園で実施（

【概ね計画どおり進捗】
幼稚園における集団での遊びを通
して、日常とは異なる体験の機会を
提供した。

継続
(私立幼稚園を含む全園で実施（

【概ね計画どおり達成】
幼稚園における集団での遊びを通
して、日常とは異なる体験の機会を
提供した。

非在園児及び在園児
の保護者

随時、子育てに関する情報を提供する。 継続
＇私立幼稚園を含む全園で実
施（

継続
＇私立幼稚園を含む全園で実施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続
(私立幼稚園を含む全園で実施)

【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

在園児の保護者 保護者会において、子育てについて講演
会を開催する。

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続 【概ね計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

在園児及び保護者 降園時間以降に園庭を開放する。 30園で実施
＇私立幼稚園を含む（

30園で実施
＇私立幼稚園を含む（

【計画どおり進捗】
園児の放課後の居場所づくりに寄
与した。

継続 【計画どおり達成】
園児の放課後の居場所づくりに寄
与した。

【（３）親子の居場所の確保】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者とそ
の乳幼児

午前中、親子の集いの場「幼児ふれあい
ひろば」を開設し、親子交流の場を提供す
る。

幼児ふれあいひろば
180,000人
幼児クラブ
4,000回・150,000人

幼児ふれあいひろば
240,626人
幼児クラブ
5,208回・187,015人

【計画を超えて進捗】
在宅子育て支援事業の継続的な実
施により利用が定着し、利用者数は
計画を超えて進捗している。

幼児ふれあいひろば
288,000人
幼児クラブ
5,700回・221,000人

【計画を超えて達成】
利用者数は計画を超えて増加して
おり、子育ての孤立の防止や子育
てに対する不安感の解消を目的とし
た機能を十分果たしていると評価し
た。

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者とそ
の乳幼児

親子で昼食がとれ、午後まで過ごすことが
できる幼児専用ルーム「すくすくサロン」を
設置する。

児童館事業の再構築に伴う検
討結果に基づく整備

児童館事業の再構築に伴う検討結
果に基づく整備 10館
利用者数 170,586人

【計画を超えて進捗】
在宅子育て支援事業の継続的な実
施により利用が定着し、利用者数は
計画を超えて進捗している。

幼児専用ルーム「すくすくサロン」の
整備状況による。

【計画を超えて達成】
利用者数は計画を超えて増加して
おり、親子間の交流の場としての機
能を果たしている。今後は、再構築
による統廃合後の全児童館におい
て「すくすくサロン」を整備する。

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者とそ
の乳幼児

午前中、親子が自由に遊べ、交流できる
「のびのび広場」を開設し、親子交流の場
を提供する。
※　のびのび広場は、あいキッズの推進に
合わせ、整合を図っていく。

学童クラブで実施 学童クラブで実施 (10か所)
実施回数　613回
年館延べ利用者数 14,798人

【計画どおり進捗】
学童クラブがあいキッズに移行して
いることによる利用者数減。

終了 【事業終了】
子育て中の親同士の交流及び乳幼
児の遊び場としての役割を十分果
たした。
平成27年度より、学童クラブ機能が
あいキッズへ完全移行したため、学
童クラブの廃止に伴い事業終了と
なった。今後は「新たな児童館」に
おいて全館に整備する「すくすくサ
ロン」などで親子の交流を実施す
る。

1-(2)-④

子育て講演会（幼稚園）

学務課

1-(2)-⑤

幼稚園施設の開放

学務課

1-(3)-①

児童館「幼児ふれあいひろば」

子ども政策課

1-(3)-②

乳幼児専用ルーム「すくすくサ
ロン」

子ども政策課

1-(3)-③

学童クラブ「のびのび広場」

子ども政策課

事業番号・事業名・所管課

1-(1)-⑩

子育て情報一元化の推進

子ども家庭支援センター

1-(2)-①［再掲］

子育て相談（幼稚園）

学務課

1-(2)-②

未就園児の保育

学務課

1-(2)-③

子育て情報の提供（幼稚園）

学務課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者とそ
の乳幼児

親子交流サロン「0・1・2＇お　いっち　に（
ひろば」で、3歳未満の幼児を遊ばせなが
ら、育児相談などを受けることができる。
※既存のひろば事業の役割を整理

2か所
年間  25,000人利用

2か所
年間　23,690人利用

【計画どおり進捗】
利用実績については、計画どおりに
進捗している。

2か所
年間　25,000人利用

【計画どおり達成】
利用者数は目標に若干届いていな
いが、利用者の満足度は高く計画ど
おり達成していると評価した。今後
は、児童館あり方検討報告＇最終報
告（に基づき、平成27年度末に事業
終了とし、平成28年度から5か所の
児童館でその機能を引き継ぐ。

乳幼児とその保護者 乳幼児親子と出産前のプレパパ・プレマ
マの交流を実施する。また、自然に話し合
えるきっかけとして、ファシリテーターも介
し、子育てへの不安や悩み、子育て情報
の交換が行える環境を整備する。

児童館で実施
＇拡大（

10児童館で実施
【ﾍﾞﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ】
　実施回数　　698回
　延べ参加者数　　11,592人
【ﾌﾟﾚﾏﾏ＆ﾊﾟﾊﾟ講座】
  実施回数　55回
　延べ参加者数 275人

【計画どおり進捗】
出産前の妊婦等が抱える不安や悩
みを解消し、先輩お母さんや赤ちゃ
んと過ごしながらアドバイスや情報
交換を行う等、ふれあいの場として
機能した。
父親等の参加もあり、利用者数は増
加している。

児童館で実施 【計画どおり達成】
子育てに対する不安・悩みの解消
や同じ環境の仲間作りの場として児
童館のニーズは高い。
当該事業は、このような区民ニーズ
に応えている事業であり、利用者は
増加しているため、計画どおり達成
したと評価したが、関係課と類似重
複事業の整理により、平成27年度を
以って「プレママ＆プレパパ講座」
を終了し、全児童館で「ベビークラ
ブ」を実施する。

児童館 0歳から18歳までの子どもの成長段階に応
じて支援する地域の子育て拠点として再
構築する。

検討結果に基づくモデル実施、
整備

平成25年度の類似・重複事業の整
理・統合の検討をもとに、児童館と
関係各課の役割分担について引き
続き調整を行い、その後の事業の
廃止、児童館の新規事業のうち細
分化されていた「配慮が必要な乳幼
児」の統合により、「新たな児童館」
が実施すべき事業について、57事
業から44事業に集約した。適正配
置については38館を26館とし、平成
２８年４月実施とする。

【計画どおり進捗】
学童クラブは、あいキッズへの移行
が完了した。
児童館あり方検討＇素案（について、
検討を進め、中間のまとめを公表
し、これに基づき一部プログラムの
検証を行った。
適正配置については、平成28年度
実施に向けて検討した。

児童館は、午後の時間帯について
も幼児ふれあいひろばを開設する
等、在宅乳幼児親子への支援を中
心とした新たな児童館として運営し
ていく。
適正配置については、平成28年度
からの新たな児童館として現行の38
館から26館に再編する。

【計画どおり進捗】
学童クラブは、あいキッズに移行し
た。
児童館は、在宅乳幼児親子への支
援を中心とした新たな施設として運
営していくこととなった。
適正配置について、平成28年度の
実施に向け準備するとともに、利用
者の円滑な移行のための事業を実
施する。

【（４）親育ちと親支援の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

新たに母親・父親に
なる方

妊娠・出産及び育児等の知識の習得と仲
間づくりを行う。

母親学級
開催回数33回
両親学級
開催回数50回(内33回は母親学
級と同時開催（

母親学級
　開催回数33回・受講者数601人
両親学級
　開催回数50回(内33回は母親学級
と同時開催（　受講者数1,423人

【計画どおり進捗】
母子学級及び両親学級の合計計画
事業量を達成し、計画どおり進捗し
ていると評価した。
なお、平成23年度から母親学級の
受講者の集計方法が変更となった。

母親学級
　開催回数33回
両親学級
　開催回数50回
  (内33回は母親学級と同時開催（

【計画どおり達成】
母子学級、及び両親学級の合計計
画事業量を達成し、計画どおり進捗
していると評価した。
なお、平成23年度から母親学級の
受講者の集計方法が変更となった。

乳幼児とその保護者 要支援児体験保育や若年層の親と子が
乳幼児や保育士との交流により育児不安
や問題の解決を図る。
 ・要支援児体験保育
 ・妊婦体験保育
 ・ヤングパパママ体験保育
 ・げんキッズランチ

区立保育園全園で全事業を実
施

区立保育園全園で全事業を実施
＇直営39園（
・要支援児体験保育 91人
・妊婦体験保育　5人
・ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾊﾟﾏﾏ体験保育 0人
・げんキッズランチ　185食

【計画どおり進捗】
平成21年度から、全園で全事業を
実施していることから、計画どおりに
進捗していると評価した。

区立保育園全園で全事業を実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
平成21年度から、全園で全事業を
実施していることから、計画どおりに
達成していると評価した。

児童館を利用する幼
児、児童の母親

児童の健全な育成に資するための各種講
演会、講習会や親子の創作活動、交流活
動、レクリエーション等を開催する。

全児童館で実施 38児童館で開催
延　596回
参加者数　23,669人
１館あたり　623人

【計画どおり進捗】
参加者数は安定しており、利用者に
根付いた事業となっていることから、
計画どおりに進捗と評価した。

全児童館で実施 【計画どおり達成】
親育ちの一環として児童館で実施し
ており、参加者数は安定的に推移し
ており、利用者に根付いた事業と
なっていることから、計画どおりに達
成と評価した。

1-(3)-⑤

児童館「赤ちゃん出会いのひ
ろば事業」

子ども政策課

1-(3)-⑥

児童館事業の再構築

子ども政策課

1-(4)-①

母親学級・両親学級

健康福祉センター

1-(4)-②

子育てステップ事業

保育サービス課

1-(4)-③

母親教室

子ども政策課

事業番号・事業名・所管課

1-(3)-④［再掲］

親子交流サロン「0・1・2ひろ
ば」

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

ＰＴＡ会員及び子ども
がいる一般成人

子どもたちの健全な育成をめざし、保護者
同士で学習したり、親子で体験したりする
ことにより、親のあり方を考え、子どもの情
操を深める契機とし、それぞれの家庭に
おける教育力の向上に資する。

各学校で年1回以上実施 各学校で年1回以上実施 【計画どおり進捗】 各学校で年1回以上実施
教育委員会が共通テーマを設定す
ることにより、家庭教育に関する課
題を共有し、これまで以上に積極的
な取り組みを促す。

【計画どおり達成】
回数・参加者数は減尐傾向だが、
各校年間１回以上の実施は定着し
てきており、計画どおり達成と評価
できる。

区民 子どもが生活習慣を身につけ、心身の調
和のとれた発達を遂げられるよう、親として
の役割について考え、しつけを学ぶ学習
の機会を提供する。

全4日の講座を3講座実施 全4日の講座を3講座実施 全4日の講座を3講座実施 【概ね計画どおり達成】
毎年度、講座後の自主グループ結
成か参加者の事業への参画を得て
の講座が実施できた。

区民 子育てや子どもの教育に関わる親の課題
について、助言者等を交えて話し合う場を
ボランティアの企画・運営により設ける。
「板橋区家庭教育ガイドライン」に基づき、
既存事業を拡充して実施

各地域とも全4日の日程で、3地
域で実施。

各地域とも全4日の日程で、3地域で
実施

各地域とも全4日の日程で、3地域で
実施

【概ね計画どおり達成】
毎年度、講座後の自主グループ結
成か参加者の事業への参画を得て
の講座が実施できた。

乳幼児とその保護者 乳幼児親子と出産前のプレパパ・プレマ
マの交流を実施する。また、自然に話し合
えるきっかけとして、ファシリテーターも介
し、子育てへの不安や悩み、子育て情報
の交換が行える環境を整備する。

児童館で実施
＇拡大（

10児童館で実施
【ﾍﾞﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ】
　実施回数　　698回
　延べ参加者数　　11,592人
【ﾌﾟﾚﾏﾏ＆ﾊﾟﾊﾟ講座】
  実施回数　55回
　延べ参加者数 275人

【計画どおり進捗】
出産前の妊婦等が抱える不安や悩
みを解消し、先輩お母さんや赤ちゃ
んと過ごしながらアドバイスや情報
交換を行う等、ふれあいの場として
機能した。
父親等の参加もあり、利用者数は増
加している。

児童館で実施 【計画どおり達成】
子育てに対する不安・悩みの解消
や同じ環境の仲間作りの場として児
童館のニーズは高い。
当該事業は、このような区民ニーズ
に応えている事業であり、利用者は
増加しているため、計画どおり達成
したと評価したが、関係課と類似重
複事業の整理により、平成27年度を
以って「プレママ＆プレパパ講座」
を終了し、全児童館で「ベビークラ
ブ」を実施する。

区立小・中学生の保
護者

ＰＴＡ活動における課題や子どもたちの健
全育成等について、研修会等を開催す
る。

PTA研修会 2回
参加者 200人

PTA研修会  2回
参加者 200人

【計画どおり進捗】 PTA研修会　2回
参加者　200人

【計画どおり達成】
　平成25年度は大雪のため１回が
やむを得ず中止となったが、それ以
外は毎年、小学校・中学校各ＰＴＡ
連合会で１回ずつ実施しており、計
画どおり達成できたと評価できる。

区立小・中学校及び
学習団体

行政の取り組みや職務に関する専門知識
を生かした内容の講義や実技指導を行
う。

9分野
派遣回数 30回

6分野
派遣回数 22回

【概ね計画どおり進捗】 9分野
派遣回数　30回

【計画どおり達成】
利用団体の要請に応え実施してお
り計画どおり達成している。

乳児誕生時に板橋区
に住民登録がある保
護者

１歳未満の乳児を子育て中の保護者の外
出機会を促進し、子育ての負担を軽減す
ることを目的に、多様な子育て支援サービ
スを選択して利用できる「すくすくカード」
を配付する。

配付したカード総枚数の60％の
利用率

25メニューで実施
配布枚数25,220枚＇5,044人（
利用枚数10,900枚
＇利用率43％（

【概ね計画どおり進捗】
利用者アンケートを実施するなどし
て保護者のニーズを把握し、メ
ニュー数を増やすなどして、概ね計
画どおり進捗している。

配付したカード総枚数の
60％の利用率

【概ね計画どおり達成】
利用率向上のため、メニューBOOK
にQRコードを添付し、周知方法を工
夫した結果、年度によって利用率に
変動はあるが、5年間で利用率は大
幅に増加した。

乳幼児連れの保護者 乳幼児を子育て中の保護者の外出機会
を促進することを目的に、オムツ替え、授
乳、育児相談などで立ち寄ることができる
施設を「赤ちゃんの駅」として指定する。

新規2か所(民間施設含む。（設
置
計172か所

新規3か所(民間施設含む。（設置
計173か所
※2ヶ所廃止施設あり

【計画どおり進捗】
事業所移転等による廃止施設が
あったが、新規設置施設もあり、設
置数は増加した。

継続的に開設 【計画を超えて達成】
設置施設数を順調に伸ばすことが
でき、子どもを連れて安心して外出
できる環境を整備した。

赤ちゃんの駅関連自
治体

「赤ちゃんの駅」を実施している自治体と
協議会を設立し、子育て支援の先進的取
組みを発信、研究・情報を共有することに
より、「子育て先進自治体」としてのブラン
ド力向上を図る。

「赤ちゃんの駅」を実施している
近隣自治体及び平成25年度参
加自治体との協議会を実施す
る。

「赤ちゃんの駅」を実施している近隣
自治体との協議会発足は、協議が
整わなかったため計画を中止した。
赤ちゃんの駅フォーラムを実施し子
育て情報を提供した＇お父さん、お
母さんの子育て応援します！（。

【計画の見直し・繰り延べ】
連絡協議会発足については、計画
を中止した。

終了 【計画の未達成】
フォーラムは実施したが協議会を呼
びかけた自治体が他の自治体との
協議が整わなかったため連絡協議
会については、計画を中止した。

0歳から小学校低学
年までの子どもの保
護者を中心に、子育
てに関心のある区民
の方

平成24年度より、子育てが周りの協力を得
られない孤立化の傾向を増していると見ら
れることと、家庭教育講座・子育て講座を
きっかけにした子育てサークル結成の増
加の両面を踏まえ、子育ての学習・サーク
ルのネットワーク化を促進する。
(旧事業名： ほっとすまいる子育て記念日)

事業に参加する子育て及び子
育て支援サークル11団体

事業に参加する子育て及び子育て
支援サークル11団体

【計画を超えて進捗】
平成25年度なみの団体の参画と交
流の深化が得られ、ネットワークづく
りを促進に寄与した。

参加経験を生かして運営委員会に
参加するサークルを11団体にし、事
業内容を充実させていく。

【計画を超えて達成】
参加団体数の数値目標を大幅に超
える成果を得られた。

講座後の自主グループ結成や参加
者の事業への参画の促進を図って
いる。

1-(4)-⑨

「赤ちゃんの駅」の指定

子ども家庭支援センター

1-(4)-⑩

赤ちゃんの駅連絡協議会

子ども家庭支援センター

1-(4)-⑪

子育て記念日
　
生涯学習課

「家庭教育講座」

「地域別子育て講座」

1-(4)-⑤［再掲］

児童館「赤ちゃん出会いのひ
ろば事業」

子ども政策課

1-(4)-⑥

ＰＴＡ活動の支援

生涯学習課

1-(4)-⑦

生涯学習出前講座

生涯学習課

1-(4)-⑧

すくすくカード事業

子ども家庭支援センター

1-(4)-④

年齢別の親学講座
生涯学習課

「家庭教育学級」

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

保育園保護者 保護者が保育園で一日保育士を体験す
ることにより、保育園との信頼関係を築くと
ともに、親としての自覚を促す。

私立保育園へ拡充 私立保育園へ拡充
私立園長会での周知及び実施に向
けての働きかけ
区立保育園全園で実施＇直営39園（
参加者　1,601人

【計画どおり進捗】
平成25年度から全区立園で事業を
実施していること、私立保育園への
拡充に向け、私立園長会にて周知
し実施されるよう働きかけたことか
ら、計画どおりに進捗していると評
価した。

区立保育園全園で実施
＇直営39園（
私立保育園へ拡充

【計画どおり達成】
平成25年度から全区立園で事業を
実施していること、私立保育園への
拡充に向け、私立園長会にて周知
し実施されるよう働きかけたことか
ら、計画どおりに達成していると評
価した。

幼児、小学生と保護
者

外遊び活動支援を目的とする東京家政大
学との協働事業として、板橋区平和公園
で開催。

＇旧事業名：遊びの達人養成講座（

テーマを設定した外遊びプログ
ラムを作成し、年3回開催。

「火」「竹」「アート」「段ボールハウス」
などをテーマにした外遊びプログラ
ムを作成し、試行する。
年3回開催

【概ね計画どおり進捗】
大学との協力連携に加えて、子育て
グループの協力を得ることができ、
地域の子どもの遊び環境整備への
関心が高まりつつある。

終了 【事業終了】
大学との協働事業に、子育て世代
の自主グループが協力するようにな
り、住民参加による地域の子どもの
遊び環境整備への取り組みに進展
させることができた。
なお、当初から予定していた取組期
間を終えたため、事業を終了した。

【（５）一時保育事業の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

0歳から12歳の児童 保護者の出産、病気、家族の介護のため
に、一時的に子どもの養育が困難になっ
た場合に、保護者に代わって２歳以上は
区が指定する児童福祉施設、２歳未満は
区登録里親宅において養育する。

利用を希望する全家庭の受入
れができる状況

①2歳から12歳
利用児童数210人
＇日帰り（845日・＇宿泊（471日
②0歳から2歳未満
利用児童数26人
＇日帰り（60日・＇宿泊（10日

【計画どおり進捗】
前年を上回る利用となった。

利用を希望する全家庭の受入れが
できる状況

【計画どおり達成】
定員があるため、利用を希望する全
家庭を受け入れる形とはなっていな
いが、概ね要望には応えられてい
る。

2歳から12歳の児童 仕事等により保護者の帰宅が夜間になる
場合に、午後10時まで児童福祉施設で養
育する。

利用を希望する全家庭の受入
れができる状況

利用児童数85人(239日) 【計画どおり進捗】
前年を上回る利用となった。

利用を希望する全家庭の受入れが
できる状況

【計画どおり達成】
定員があるため、利用を希望する全
家庭を受け入れる形とはなっていな
いが、概ね要望には応えられている
状況である。

主に就学前の幼児 保護者が就労、通院、研修、育児疲れな
どで、家庭での保育が一時的に困難と
なった場合に、一時的に保育を行う。

公立  計3か所
私立  計8か所
＇継続実施及び拡充（

区立　 計3か所
私立　 計9か所
＇継続実施及び拡充（

【計画どおり進捗】
平成26年4月から、私立1か所が新
規開始したため、計画を超えて進捗
している。

区立　 計3か所
私立　 計9か所
＇継続実施及び拡充（

【計画どおり達成】
実施園数の1園増や利用人数の増
など、計画どおり達成している。

区内在住、生後43日
から就学前児童

保護者の出産、病気、看護、失踪、死亡
等の理由により、一時的に保育に欠ける
児童を保育する。

緊急保育者1人
その他家庭福祉員保育室等

緊急保育者1人
その他家庭福祉員保育室等

【計画どおり進捗】
一時的に保育に欠ける児童を緊急
保育者１名及びその他施設で保育
を実施しており、計画どおり進捗し
ていると評価した。

終了 【事業終了】
一時的に保育に欠ける児童を緊急
的に保育した。平成27年度から事
業を終了し、その他施設による保育
に替えて実施した。

区内在住、満1歳から
就学前児童

病気の回復期＇病後児（又は回復期でな
い＇病児（児童で、医療機関による入院加
療等の必要はないが、安静を要するた
め、保育園、幼稚園に通園できないとき
に、区が委託する医療機関で預かる。ま
た、一部病児保育室では、看護師が保護
者に代わり保育園や幼稚園等に迎えに行
き、診察後、保育する。

継続
病児保育　計3か所
病後児保育　計1か所

継続
病児保育　　　計3か所
病後児保育　 計1か所

【計画どおり進捗】
新たに病後児保育室を1施設開設
しており、計画どおり進捗していると
評価した。

病児保育　　 計3か所
病後児保育　計1か所

【計画どおり達成】
平成25年度に病児・病後児保育室1
施設でお迎えサービスを開始し、お
迎えサービス付き病児・病後児保育
室が2箇所となった。
平成26年度に病後児保育室を1施
設開設した。

生後43日から9歳未
満の児童

保護者の疾病、残業、地域活動等で子ど
もの一時的な保育が必要となった場合
に、保護者に代わって子どもの世話をする
者＇援助会員（と保護者＇利用会員（を結
び、育児支援を行う住民相互の援助活動

必要なときに希望する援助が受
けられる状況

援助会員198人
利用会員6,318人
延べ利用回数13,352件
＇平成27年3月末日現在（

【計画どおり進捗】
援助会員数、利用会員数ともに増
加傾向にある。必要なときに希望す
る援助が受けられることが、会員数
の伸びに繋がっている。

必要なときに希望する援助が受けら
れる状況

【計画どおり達成】
援助会員数、利用会員数ともに増
加した。必要なときに希望する援助
が受けられることが、利用回数の伸
びに繋がった。

1-(5)-②

トワイライトステイ事業

子ども家庭支援センター

1-(5)-③

一時預かり事業

保育サービス課

1-(5)-④

緊急保育事業

保育サービス課

1-(5)-⑤

病児・病後児保育事業

保育サービス課

1-(5)-⑥

ファミリー・サポート・センター
事業

子ども家庭支援センター

1-(4)-⑫

親の一日保育体験

保育サービス課

1-(4)-⑬

「外遊びがおもしろくなる！
チャレンジ親子講座」

生涯学習課

1-(5)-①

ショートステイ事業

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

母親同士のグループ
が交流等を行う際に
保育が必要な児童

母親同士が自主的に活動する交流の場
などに養成した子育て支援者を保育者と
して派遣するための情報発信やコーディ
ネートを行い、乳幼児の母親たちの学習
や交流機会の促進及び母親の育児負担
軽減を図る。

利用したい母親グループ等へ、
養成した子育て支援者が援助
する状況

子育て支援員が、ファミリー・サポー
ト等で支援をしているため事業を終
了した。

【事業終了】 終了 【事業終了】
再検討の結果、ファミリー・サポート
と制度が重複しているため、グルー
プサポート事業は計画を中止した。

区が実施する講座等
に参加する区民の子
ども＇生後４か月以上
の未就学児（

乳幼児を育てている区民が、区が実施す
る講座等の学習機会に安心して参加でき
るよう、各課＇所（が保育付事業を行う際
に、教育委員会に登録している一時保育
者の派遣を行う。

対象事業数
55事業
保育者延べ派遣回数
250回

【計画どおり進捗】
一時保育者を派遣し、乳幼児がい
る方の講座参加に寄与した。

【（６）地域の子育て人材の活用とネットワークの構築】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内在住、生後43日
から2歳まで

健康な保育に欠ける児童を保育士、看護
師、その他の資格を有した者＇当該児童の
3親等内の親族であるものを除く（の居宅
等において、適当な設備を備える等により
保育を行う。

福祉員数
80人

福祉員数
80人

【計画どおり進捗】
平成26年4月に3人の家庭福祉員を
新規に増員した。なお、退職等が
あったため今後も増員する必要があ
るが、計画どおり進捗していると評
価した。

継続 【計画どおり達成】
毎年家庭福祉員を新規増員した。

子育て支援者 子育て支援団体交流会などを開催する。 「すくすくまつり」の実施 「すくすくまつり」を11月に実施 【計画どおり進捗】
「すくすくまつり」を実施し、子育て
サークルなどによるネットワークの充
実を図った。

「すくすくまつり」の実施 【計画どおり達成】
毎年11月に「すくすくまつり」を実施
し、ネットワークの充実を推進したた
め、計画どおり達成と評価した。

虐待予防に関する関
係機関職員

児童虐待への理解と援助技術を高める研
修を実施する。

＇旧名称：児童虐待防止ケアシステム検討
会（

年２回実施 年２回実施
①虐待が疑われる家庭への対応
72人
②虐待・いじめ・不登校対応力アッ
プ　72人
※対象：いずれも区立小中学校生
活指導主任教諭

【計画どおり進捗】
関係機関職員の虐待に関する知識
と対応力の向上を目的として、事例
検討などの実践的な内容も盛り込む
ことで、意識共有と連携強化につな
がった。

年2回実施 【計画どおり達成】
関係機関職員の虐待に関する知識
と対応力の向上を目的として、事例
検討などの実践的な内容も盛り込む
ことで、意識共有と連携強化につな
がっており、計画どおり達成と評価し
た。

子育て支援者 地域における子育て力向上のため、子育
て支援者養成講座を実施し、その修了者
を様々な活動の場へ結びつける。
※平成27年度から国の子育て支援員制
度の創設により、これまで区が実施してい
た内容を変更する。

支援者養成専門講座等 30人
実践講座＇2級（　60人
入門講座＇3級（ 120人
＇年間（

支援者養成専門講座等 38人
実践講座 ＇2級（　26人
入門講座 ＇3級（ 38人
＇年間（

【計画の見直し・繰り延べ】
国の「子育て支援員」の創設に伴い
カリキュラムを見直し、新制度移行
のため計画よりも修了者を輩出でき
なかった。

子育て支援員養成講座
年3回実施
90人

【概ね計画どおり達成】
平成25年度から講座実施回数が
減ったものの、概ね計画どおりに達
成した。なお、国の子育て支援員制
度として整備したことで、今後の支
援者の増加が見込まれる。

乳幼児を子育て中の
保護者

乳幼児を子育て中の保護者を編集委員と
して子育て情報誌を作成することにより、
その知識・経験を地域の子育て支援に活
かす。

年1回発行　4,000部 廃止 【事業終了】
インターネット等の普及による社会
情勢の変化から、紙媒体による需要
が減尐したため、平成26年度から発
行を廃止した。

終了 【事業終了】
社会情勢が変化し、インターネット
等の電子媒体で子育て情報を得ら
れることにより、紙媒体による需要が
減尐したため、平成26年度から発行
を廃止した。

0歳から小学校低学
年までの子どもの保
護者を中心に、子育
てに関心のある区民
の方

平成24年度より、子育てが周りの協力を得
られない孤立化の傾向を増していると見ら
れることと、家庭教育講座・子育て講座を
きっかけにした子育てサークル結成の増
加の両面を踏まえ、子育ての学習・サーク
ルのネットワーク化を促進する。
(旧事業名： ほっとすまいる子育て記念日)

事業に参加する子育て及び子
育て支援サークル11団体

事業に参加する子育て及び子育て
支援サークル11団体

【計画を超えて進捗】
平成25年度なみの団体の参画と交
流の深化が得られ、ネットワークづく
りを促進に寄与した。

参加経験を生かして運営委員会に
参加するサークルを11団体にし、事
業内容を充実させていく。

【計画を超えて達成】
参加団体数の数値目標を大幅に超
える成果を得られた。

平成27年度新規追加事業

1-(6)-⑥〔再掲〕

子育て記念日

生涯学習課

1-(5)-⑧

■一時保育者派遣事業

生涯学習課

1-(6)-①

家庭福祉員事業

保育サービス課

1-(6)-②

子育てネットワークの充実

子ども家庭支援センター

1-(6)-③

児童虐待防止ケアシステム研
修会

子ども家庭支援センター

1-(6)-④

子育て支援者養成システムの
充実

子ども家庭支援センター

1-(6)-⑤

子育て情報誌「すくすく」の発
行

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課

1-(5)-⑦

グループサポート事業

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課
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【（７）親としての自立の推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

乳幼児とその保護者 要支援児体験保育や若年層の親と子が
乳幼児や保育士との交流により育児不安
や問題の解決を図る。
 ・要支援児体験保育
 ・妊婦体験保育
 ・ヤングパパママ体験保育
 ・げんキッズランチ

区立保育園全園で全事業を実
施

区立保育園全園で全事業を実施
＇直営39園（
・要支援児体験保育 91人
・妊婦体験保育　5人
・ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾊﾟﾏﾏ体験保育 0人
・げんキッズランチ　185食

【計画どおり進捗】
平成21年度から、全園で全事業を
実施していることから、計画どおりに
進捗していると評価した。

区立保育園全園で全事業を実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
平成21年度から、全園で全事業を
実施していることから、計画どおりに
達成していると評価した。

【計画どおり進捗】 【計画どおり達成】

児童扶養手当受給者
等

母子家庭の母の就業を支援するため、能
力開発に係る経費を助成する。

継続 申請件数
8件

継続 支援者数を見込むことは困難である
が、給付を行うことにより事業趣旨に
基づく効果を上げている。

児童扶養手当受給者
等

母子家庭の母に対し、就職の際に有利で
ありかつ生活の安定に繋がる資格を取得
するための養成期間の生活の負担軽減を
図る。

継続 受給者数
19人

継続 受給者数を見込むことは困難である
が、給付を行うことにより事業趣旨に
基づく効果を上げている。

児童扶養手当受給者
等

児童扶養手当受給者の自立を促進する
ため、個々の状況・ニーズ等に対応した自
立支援プログラムを策定し、児童扶養手
当受給者等に対する継続的な自立と就労
を支援する。

継続 策定数　　 10件
達成者数　5件

【計画どおり進捗】 継続 【計画どおり達成】
母子・父子自立支援員、就労支援
相談員、ハローワークの連携により、
ひとり親家庭の自立に向けた支援を
実施し、達成若しくは達成に向けた
支援過程で、効果を上げている。

【（８）経済的負担の軽減】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

中学校修了前までの
児童

家庭等における生活の安定と児童の健や
かな成長に資するため、保護者に手当を
支給＇所得制限あり（。
※平成22・23年度分は、子ども手当＇所得
制限なし（

継続 支給対象児童数
＇延べ（
児童手当  ：701,716人

【計画どおり進捗】
平成24年6月分から現在の制度とし
て継続的に事業を実施していること
から、計画おり進捗していると評価し
た。

継続 【計画どおり達成】
「子ども手当」から支給対象の拡大
＇小6→中3（により事業実績が大幅
に増加した。
平成23年10月分から支給月額が変
更
平成24年4月から新「児童手当」で
対応
平成24年6月分から所得制限あり
制度の改正が毎年のようにあった
が、平成24年6月分から現在の制度
として継続的に事業を実施している
ことから、計画どおり達成していると
評価した。

18歳までのひとり親家
庭等の児童＇障がい
がある場合は20歳（

児童の心身の健やかな成長に資するた
め、保護者に手当を支給する＇所得制限・
その他要件あり（。

継続 支給対象児童数
＇延べ（
96,838人

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

18歳までのひとり親家
庭等の児童＇障がい
がある場合は20歳（

ひとり親家庭等の児童の生活の安定と自
立の促進のため、保護者に手当を支給す
る＇所得制限・その他要件あり（。

継続 支給対象世帯数
3,995世帯

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

中学3年生までの児
童

保険診療範囲内で、入院・通院医療費の
自己負担分を助成し、子どもの健康増進
を図る。

継続 乳幼児
　受給者数    28,984人
　助成件数  583,915件
小・中学生
　受給者数    33,426人
　助成件数  481,767件

【計画どおり進捗】
子育て家庭の支援策として、継続的
に事業を実施していることから、計
画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
子育て家庭の支援策として、継続的
に事業を実施していることから、計
画どおり達成していると評価した。

ひとり親家庭等 ひとり親家庭等受給者の健康保険給付の
自己負担分のうち、一部負担金を除いて
助成する。

継続 受給者数　   4,569人
助成件数   61,604件

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

事業番号・事業名・所管課

1-(8)-①

児童手当

子ども政策課

1-(8)-②

児童育成手当

子ども政策課

1-(8)-③

児童扶養手当

子ども政策課

1-(8)-④

子ども医療費助成

子ども政策課

1-(8)-⑤

ひとり親家庭医療費助成

子ども政策課

1-(7)-①〔再掲〕

子育てステップ事業

保育サービス課

1-(7)-②

母子家庭自立支援訓練費助
成制度
福祉事務所

母子家庭自立支援教育訓練
給付金

母子家庭高等技能訓練促進
費

1-(7)-③

ひとり親家庭就労支援プログ
ラム策定事業

福祉事務所

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

認証保育所、地方裁
量型認定こども園、保
育室に入所している
児童の保護者

認証保育所等の利用者に対し、保育料の
一部を補助する。
＇世帯の前年分所得税額合計額に応じて
月額を決定し支給（

継続 継続 【計画どおり進捗】
平成22年度より実施し、対象施設数
及び児童数が増加していることか
ら、計画どおりに進捗していると評
価した。＇平成26年度より所得階層
別で児童1人あたりの月額単価を定
めている（

継続 【計画どおり達成】
平成22年度より実施し、対象施設数
及び児童数が増加していることか
ら、計画どおりに達成していると評
価した。

幼稚園設置者 私立幼稚園が、国の定める減免基準に基
づき保育料及び入園料を減免した場合
に、減免した額を支給する。
※国の制度が変わる場合、事業内容も変
更となる。

3,700人 4,523人 【計画どおり進捗】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

3,700人 【計画どおり達成】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

幼稚園児の保護者 私立幼稚園の在園児を養育する保護者
の負担を軽減するため、補助金を支給す
る。

延70,000人
入園料補助
＇入園時１回（
2,200人

延71,365人
入園料補助
＇入園時１回（
2,213人

【計画どおり進捗】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

延70,000人
入園料補助
＇入園時１回（
2,200人

【計画どおり達成】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

就学援助費受給者 義務教育において、経済的な理由により
就学困難な児童・生徒の保護者等に対
し、法律等に基づき、学用品費など必要と
なる経費の一部を支給する。

所得状況に応じた適切な経済
的支援を行っていく。

所得状況に応じた適切な経済的支
援を行っていく。

【計画どおり進捗】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減できた。

所得状況に応じた適切な経済的支
援を行っていく。

【計画どおり達成】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

特別支援学級の児
童・生徒＇支給要件あ
り（

支給要件に該当する児童の保護者に対
し、学用品費の購入等に係る援助費を支
給する。

所得状況に応じた適切な経済
的支援を行っていく。

所得状況に応じた適切な経済的支
援を行っていく。

【計画どおり進捗】
該当する家庭に周知をし、希望者
には、支給した。

希望する申請者に対し、受給資格
を確認し、支給する。

【計画どおり達成】
希望する申請者全てに対し、支給し
た。

1-(8)-⑦

幼稚園就園奨励費補助

学務課

1-(8)-⑧

私立幼稚園等園児保護者補
助

学務課

1-(8)-⑨

就学援助

学務課

1-(8)-⑩

特別支援教育就学奨励費

学務課

1-(8)-⑥

認証保育所等保育料助成事
業

保育サービス課

事業番号・事業名・所管課

8



２　子どもと母親の健康づくり

【（１）妊娠・出産前後の支援の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

妊婦 妊産婦、乳幼児の健康を守り心身ともに
健全な児童を育成するための健康記録と
して、妊娠の届け出をした者に母子健康
手帳を交付する。

5,200件
＇再交付数含む（

5,149件
＇再交付数含む（

【計画どおり進捗】 5,200件
＇再交付数含む（

【計画どおり達成】
継続して実施することで事業目的を
果たしており、計画どおり進捗して
いると評価した。

妊婦 都内契約医療機関で健康診査を実施す
る。
また、21年度から、妊婦超音波検査1回分
の助成について、35歳以上の年齢制限を
撤廃して実施している。

1回目　4,700人
2回目以降　延44,760人

1回目　4,629人
2回目以降　延44,946人

【計画どおり進捗】 1回目　　　　　　4,700人
2回目以降　延44,760人

【計画どおり達成】
早期から積極的な妊婦健康診査の
受診を促すことにより、母体や胎児
の健康管理の充実及び妊婦・出産
にかかる経済的負担の軽減に寄与
した。

妊産婦 健康福祉センターで、妊娠中の健康な生
活の保持、出産、育児不安の軽減のため
に訪問指導が必要な妊婦を訪問し相談に
応じている。

妊産婦　延900人 妊産婦　延1,510人 【計画を超えて進捗】
25年度より乳児家庭全戸訪問とな
り、全数アンケートにより特定妊婦の
把握も増えた。対象者全員の訪問
相談に努める。

妊産婦　　延1,300人 【計画を超えて達成】
25年度より乳児家庭全戸訪問となっ
た。妊娠届にアンケートを付けて提
出を受けることにしたため、特定妊
婦の把握も増えた。対象者全員の
訪問相談に努める。

新たに母親・父親に
なる方

妊娠・出産及び育児等の知識の習得と仲
間づくりを行う。

母親学級
開催回数33回
両親学級
開催回数50回(内33回は母親学
級と同時開催（

母親学級
　開催回数33回・受講者数601人
両親学級
　開催回数50回(内33回は母親学級
と同時開催（　受講者数1,423人

【計画どおり進捗】
母子学級及び両親学級の合計計画
事業量を達成し、計画どおり進捗し
ていると評価した。
なお、平成23年度から母親学級の
受講者の集計方法が変更となった。

母親学級
　開催回数33回
両親学級
　開催回数50回
  (内33回は母親学級と同時開催（

【計画どおり達成】
母子学級、及び両親学級の合計計
画事業量を達成し、計画どおり進捗
していると評価した。
なお、平成23年度から母親学級の
受講者の集計方法が変更となった。

乳幼児とその保護者 乳幼児親子と出産前のプレパパ・プレマ
マの交流を実施する。また、自然に話し合
えるきっかけとして、ファシリテーターも介
し、子育てへの不安や悩み、子育て情報
の交換が行える環境を整備する。

児童館で実施
＇拡大（

10児童館で実施
【ﾍﾞﾋﾞｰｸﾗﾌﾞ】
　実施回数　　698回
　延べ参加者数　　11,592人
【ﾌﾟﾚﾏﾏ＆ﾊﾟﾊﾟ講座】
  実施回数　55回
　延べ参加者数 275人

【計画どおり進捗】
出産前の妊婦等が抱える不安や悩
みを解消し、先輩お母さんや赤ちゃ
んと過ごしながらアドバイスや情報
交換を行う等、ふれあいの場として
機能した。
父親等の参加もあり、利用者数は増
加している。

児童館で実施 【計画どおり達成】
子育てに対する不安・悩みの解消
や同じ環境の仲間作りの場として児
童館のニーズは高い。
当該事業は、このような区民ニーズ
に応えている事業であり、利用者は
増加しているため、計画どおり達成
したと評価したが、関係課と類似重
複事業の整理により、平成27年度を
以って「プレママ＆プレパパ講座」
を終了し、全児童館で「ベビークラ
ブ」を実施する。

妊婦 母性の健康を保持した正しい食事のとり
方とともに、家庭の食生活改善を図るため
に開催する。

学級数　33回
受講者数　550人

学級数　33回
受講者数　499人

【計画どおり進捗】
妊産婦期に適切な食習慣の確立を
図ることが極めて重要であり、事業
内容についても区民から好評であ
る。今後と継続し、実施する。

学級数　　　33回
受講者数　550人

【計画どおり達成】
妊産婦期に適切な食習慣の確立を
図ることが極めて重要であり、事業
内容についても区民から好評であ
る。今後と継続し、実施する。

35歳未満の女性 歯科疾患の予防と胎児の歯科口腔の健
全な発育を図るために、健康福祉セン
ターにおいて、歯科健診、健康相談を実
施する。

健診の周知と受診勧奨を行い、
口腔衛生維持の大切さを訴えて
いく。

健診回数　49回
受診者数　467人

【計画どおり進捗】
継続的に事業を実施することによ
り、多くの歯科疾患の予防に寄与す
ることができている。

健診の周知と受診勧奨を行い、口
腔衛生維持の大切さを訴えていく。

【計画どおり達成】
継続的に事業を実施することによ
り、多くの歯科疾患の予防に寄与す
ることができている。

産婦
生後28日以内の新生
児、養育上必要があ
ると認められる生後
120日以内の乳児

新生児と産婦を対象に、保健師又は委託
助産師が家庭訪問し、相談支援を行う。
産婦に対しては、産後うつ等のハイリスク
者を把握するため、出生通知票に簡易な
質問票を取り入れる。さらに、新生児訪問
時にスクリーニング票を用いて相談・支援
の充実を図る。

助産師　延2,200件
保健師　延　900件

助産師　 延2,572件
保健師　 延1,728件

【計画を越えて進捗】
出生通知票の変更および、全戸訪
問についての周知度が高まり、訪問
件数は増加。

助産師　　延2,570件
保健師　　延1,700件

【計画どおり達成】
25年度から乳児家庭全戸訪問に位
置づけを変え、また出生通知票を変
更したことで訪問件数が増加した。
専門職による家庭訪問によって、き
めこまやかな支援が提供される家庭
が増加したことになる。

産婦 産後の育児支援のための沐浴・乳房管理
について、委託助産師が訪問指導する。

乳房手当て　延960件
沐浴サービス　延12件
乳房・沐浴セット　延12件

乳房手当て  　    延774件
沐浴サービス  　  延9件
乳房・沐浴セット  延14件

【概ね計画どおり進捗】
件数については概ね計画どおり進
捗した。4か月健診時点で、完全母
乳率が55％程度であることから、乳
房の手当ての件数増加は望めない
可能性がある。

乳房手当　　　　延770件
沐浴サービス　　  延12件
乳房・沐浴セット　延12件

【概ね計画どおり達成】
件数については概ね計画どおり達
成できたが、今後、利用期間の延長
を検討する必要がある。＇沐浴につ
いては、里帰りからの帰宅後利用で
きる期間、乳房の手当てについて
は、卒乳時期への支援を考慮した
期間（

2-(1)-⑨

産後の育児支援

健康福祉センター
健康推進課

2-(1)-③

妊産婦訪問

健康福祉センター

2-(1)-④［再掲］

母親学級・両親学級

健康福祉センター

2-(1)-⑤［再掲］

児童館「赤ちゃん出会いのひ
ろば事業」

子ども政策課

2-(1)-⑥

妊婦栄養学級

健康福祉センター

2-(1)-⑦

女性歯科健診

健康福祉センター

2-(1)-⑧

新生児訪問指導・産後うつ対
応の充実

健康推進課

2-(1)-①

母子健康手帳交付

健康推進課

2-(1)-②

妊婦健康診査

健康推進課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

出産前１か月から出
生後1年以内の世帯

出産前後に家事や育児の疲れや育児不
安を軽減するため、家事・育児の援助を行
うヘルパーを派遣する。

希望する全家庭に対して、へル
パーが派遣できる状況

実利用人数　128名
延利用回数　862回
ヘルパー派遣時間　 2,044時間

【計画どおり進捗】
利用人数、利用回数ともに増加傾
向にある。必要なときに希望する援
助が受けられることが、利用者数の
伸びに繋がっている。

希望する全家庭に対して、へル
パーを派遣できる状況

【計画どおり達成】
実績については、年度間でばらつき
のある事業であるが、利用人数、利
用回数ともに増加した。必要なとき
に希望する援助が受けられること
が、利用者数の伸びに繋がった。

生後5か月から離乳
食完了＇18か月程度（
までの乳幼児がいる
保護者＇区民（

訪問栄養士が、依頼のあった保護者の自
宅へ訪問して、一緒に離乳食を作りなが
ら、乳幼児の発達段階や個々の生活に対
応したアドバイスを行う。保護者が離乳食
に対する不安を解消して、安心して子育
てができるよう支援し、食育推進を図る。

訪問栄養指導件数　264件 訪問栄養指導件数 190件 【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
4か月健診時、ﾁﾗｼを保護者全員に
配布し周知している。また、「赤ちゃ
んの駅」にも配布している。今後も、
保護者の離乳食に対する不安の軽
減や子育て支援につなげている。

乳幼児の保護者 乳幼児の健やかな育成のために、身体発
育、精神発達、保護者の育児不安などに
関する保健栄養相談に応じる。

実施回数　120回
相談延人数　7,400人

実施回数　118回
相談延人数　6,843人

【計画どおり進捗】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

実施回数　　　 120回
相談延人数　　7,400人

【計画どおり達成】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

【（２）子どもの健康の確保と相談支援体制の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

生後1か月半から３か
月までの乳児及び保
護者＇全戸訪問（

乳児を抱える全ての家庭を訪問し、ブック
スタート＇絵本（の配布や、子育て支援に
関する情報提供を行うとともに、親子の心
身の状況や養育環境などを把握し、支援
が必要な家庭に対しては、適切なサービ
ス提供に結びつける。
※絵本の配布は平成24年1月で終了

訪問件数
1,350件

訪問件数
837件

【概ね計画どおり進捗】
出生通知票の提出率が伸び、新生
児訪問事業による専門職の訪問件
数が増加した結果、本事業の訪問
件数は減尐した。

訪問件数
830件

【計画どおり達成】
新生児訪問事業を乳児家庭全戸訪
問事業に位置づけたことで、専門職
による訪問が増加し、訪問時に必要
な助言、指導が行える状況になり、
充実した支援が提供できるように
なった。

産婦
生後28日以内の新生
児、養育上必要があ
ると認められる生後
120日以内の乳児

新生児と産婦を対象に、保健師又は委託
助産師が家庭訪問し、相談支援を行う。
産婦に対しては、産後うつ等のハイリスク
者を把握するため、出生通知票に簡易な
質問票を取り入れる。さらに、新生児訪問
時にスクリーニング票を用いて相談・支援
の充実を図る。

助産師　延2,200件
保健師　延　900件

助産師　 延2,572件
保健師　 延1,728件

【計画を越えて進捗】
出生通知票の変更および、全戸訪
問についての周知度が高まり、訪問
件数は増加。

助産師　　延2,570件
保健師　　延1,700件

【計画どおり達成】
25年度から乳児家庭全戸訪問に位
置づけを変え、また出生通知票を変
更したことで訪問件数が増加した。
専門職による家庭訪問によって、き
めこまやかな支援が提供される家庭
が増加したことになる。

4・6・9か月児、1歳6
か月児、3歳児

乳幼児健康診査を健康福祉センターや区
内医療機関で実施する。
＇4か月児・3歳児は健康福祉センターで、
6・9か月児、1歳6か月児は区内医療機関
で実施（

受診率
4か月児98.5％
6か月児89.0％
9か月児84.0％
1歳6か月児85.5％
3歳児91.0％

受診率
4か月児95.6％
6か月児90.5％
9か月児88.3％
1歳6か月児92.4％
3歳児94.3％

【計画どおり進捗】
継続して事業を実施しており、受診
率からも計画どおり進捗していると
評価した。

受診率
4か月児98.5％
6か月児89.0％
9か月児84.0％
1歳6か月児85.5％
3歳児91.0％

【計画どおり達成】
継続して事業を実施しており、受診
率からも計画どおり進捗していると
評価した。

4歳児、5歳児 幼稚園、保育園等で集団健診を受けられ
ない4歳児、5歳児に各健康福祉センター
において、健康診査を実施する。

受診人数20人 受診人数19人 【計画どおり進捗】
集団健診を受けられない児童をフォ
ローし、児童の健康管理に寄与した
が、ほとんどの児童は幼稚園、保育
園等で健診を受けており、受診者は
増えていない。

受診人数20人 【計画どおり達成】
集団健診を受けられない児童をフォ
ローし、児童の健康管理に寄与した
が、ほとんどの児童は幼稚園、保育
園等で健診を受けており、受診者は
増えていない。

保育園、認定こども園
及び幼稚園在園児

児童福祉施設最低基準、学校保健安全
法等に基づく園児の健康診断を実施す
る。

保育園全園で実施
幼稚園37園で実施＇私立を含
む（

保育園全園で実施
公立41園
私立60園
＇分園5園を含む（
幼稚園37園で実施＇私立を含む（

【計画どおり進捗】
保育園全園で毎年度実施しており、
計画どおり進捗していると評価した。
＇保育サービス課（
全園で実施しており、園児の健康状
況の把握及び管理を図った。＇学務
課（

保育園全園で実施
幼稚園37園で実施＇私立を含む（

【計画どおり達成】
保育園全園で毎年度実施しており、
事業の継続性から計画どおり達成し
ていると評価した。＇保育サービス
課（
全園で実施しており、園児の健康状
況の把握及び管理を図った。＇学務
課（

就学児童 学校保健安全法第11条に基づく就学時
健康診断を実施する。

4,000人 3,861人 【計画どおり進捗】
就学児童の健康状況を把握し、小
学校への就学の参考に資すること
ができた。

4,000人 【計画どおり達成】
事業目的を達成した。

小・中学生 児童・生徒の健康診断を実施する。 小学校全校＇天津わかしお含
む（で実施
中学校全校で実施

小学校全校＇天津わかしお含む（で
実施
中学校全校で実施

【計画どおり進捗】
学校保健安全法に基づき、毎年実
施している。児童・生徒の健康の維
持に寄与した。

小学校全校＇天津わかしお含む（で
実施
中学校全校で実施

【計画どおり達成】
事業目的を達成した。

2-(2)-③

乳幼児健康診査

健康福祉センター
健康推進課

2-(2)-④

４・５歳児健康診査

健康福祉センター

2-(2)-⑤

保育園・幼稚園児の健康診査

保育サービス課
学務課

2-(2)-⑥

就学時健康診断

学務課

2-(2)-⑦

児童・生徒の健康診断

学務課

2-(1)-⑩

育児支援ヘルパー派遣事業

子ども家庭支援センター

2-(1)-⑪［再掲］

離乳食訪問お助け隊

健康推進課
健康福祉センター

2-(1)-⑫［再掲］

育児相談

健康福祉センター

2-(2)-①

こんにちは赤ちゃん訪問

健康推進課

2-(2)-②［再掲］

新生児訪問指導・産後うつ対
応の充実

健康推進課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

乳幼児 乳幼児の発育や発達の経過を小児科医
が診察し、相談・助言を行う。

心理相談：
実施回数250回
相談延人員600人
身体面の相談：
実施回数57回
相談延人員400人

心理相談：
相談延人員  765人
身体面の相談：
実施回数　63回
相談延人員  437人

【計画どおり進捗】
小児科医による相談・助言を継続し
て事実施しており、相談の延人数か
らも計画どおり進捗していると評価し
た。

心理相談：
相談延人員　600人
身体面の相談：
実施回数57回
相談延人員　400人

【計画どおり達成】
継続して事業を実施することにより、
乳幼児の発育や発達に寄与したた
め、計画どおり進捗していると評価
した。

乳幼児 運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑わ
れる乳幼児に対し、発達健康診査を実施
する。

実施回数　10回
20人

実施回数　5回
受診者数　7人

【計画の見直し・繰り延べ】
子ども発達支援センターの専門相
談に繋がるのも困難な養育困難家
庭の利用が主となってきており、子
どもの発達状況確認を通じて、支援
の方向性を検討するような健診へと
変わりつつある。

実施回数　10回
受診者数　10人

【計画の未達成】
診査対象者が尐なかったため目標
事業量に達していないが、子ども発
達支援センターの専門相談や医療
機関受診と並行して、発達障がいが
疑われる子どもの保護者に対して気
付きを促すなど、よりきめ細かい対
応を行うため、引き続き事業を実施
していく。

乳幼児に関わる相談
機関

発達の遅れの疑われる乳幼児に対する継
続した相談支援ができるようなシステムと
連携のあり方を検討する連絡、研修会を
実施する。

連絡会参加関係機関数
27機関
連絡会の開催
年2回

連絡会参加関係機関数
27機関
連絡会の開催
年2回

【計画どおり進捗】
連絡会を定期実施することにより関
係機関同士の連携が強化され、事
業目的を果たしていることから、計
画どおり進捗していると評価した。

連絡会の開催
年2回

【計画どおり達成】
連絡会を定期実施することにより関
係機関同士の連携が強化され、事
業目的を果たしていることから、計
画どおり達成したと評価した。

就学前の乳幼児 健康福祉センターにおいて、むし歯の予
防と早期発見のため歯科健診、健康相談
を実施する。

1.6歳、3歳の歯科健診、出張歯
磨き指導と連携し、むし歯予防・
早期発見の大切さを訴えてい
く。

健診回数　91回
受診者数   1,074人

【計画どおり進捗】
継続的に事業を実施することによ
り、多くの歯科疾患の予防に寄与し
たため、計画どおり進捗していると
評価した。

1歳6か月児、3歳児歯科健診、出張
はみがき指導と連携し、むし歯予
防・早期発見の大切さを訴えてい
く。

【計画どおり達成】
継続的に事業を実施することにより
多くの歯科疾患の予防に寄与した。

1歳6か月児、3歳児 健康福祉センターにおいて、幼児の歯科
保健の向上のため、歯科健診、健康教育
を実施する。

受診率：
1歳6か月児89.1％
3歳児91.0％

受診率：
1歳6か月児92.481％
3歳児94.17％

【計画どおり進捗】
継続して事業を実施しており、受診
率も高いことから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

受診率：
1歳6か月児89.1％
3歳児91.0％

【計画どおり達成】
継続して事業を実施しており、受診
率も高いことから、多くの歯科疾患
の予防に寄与した

乳幼児の保護者 乳幼児の健やかな育成のために、身体発
育、精神発達、保護者の育児不安などに
関する保健栄養相談に応じる。

実施回数　120回
相談延人数　7,400人

実施回数　118回
相談延人数　6,843人

【計画どおり進捗】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

実施回数　　　 120回
相談延人数　　7,400人

【計画どおり達成】
実施回数、相談延人数ともに、計画
どおり進捗していると評価した。

乳幼児の保護者 出張により、乳幼児の健やかな育成のた
めに、身体発育、精神発達、保護者の育
児不安などに関する保健、栄養、歯科相
談に応じる。

実施回数　192回
来所者数　3,800人

実施回数　 78回
来所者数　2,134人

【計画の見直し・繰り延べ】
実施回数の集計方法の見直しをし
たため実績数値が大幅に減になり、
計画の見直し・繰り延べとなった。実
際の実施回数はほぼ例年通りとなっ
ている。

実施回数     　80回
来所者数 　2,500人

【計画どおり達成】
実施回数、来所者数ともに、計画ど
おり進捗していると評価した。

乳幼児とその保護者 子育て中の保護者の交流と育児不安の軽
減のため、グループワーク、情報交換等を
実施する。

実施回数　160回 実施回数　179回
受講者数  2,138組

【計画どおり進捗】
事業を継続して実施し、保護者の交
流と育児軽減に寄与したため、計画
どおり進捗していると評価した。

実施回数  　160回 【計画どおり達成】
事業を継続して実施し、保護者の交
流と育児軽減に寄与したため、計画
どおり進捗していると評価した。

乳幼児とその保護者 離乳食の作り方、進め方及び家庭内の事
故予防等乳児期の子育てのポイントを伝
える講習会を実施する。

開催回数  58回
受講者数 1,160人

開催回数　55回
受講者数 　1,036人

【計画どおり進捗】
講習会を継続的に実施することによ
り事業目的を果たしており、計画ど
おり進捗していると評価した。

開催回数      58回
受講者数  1,160人

【計画どおり達成】
講習会を継続的に実施することによ
り事業目的を果たしており、計画ど
おり進捗していると評価した。

乳幼児、児童 歯の健康の基礎づくりを目的として、健康
劇、歯みがき実習を実施する。

継続して、小学校、特別支援学
級、児童館、保育園、幼稚園で
の指導を行っていく。

小学校  52校3,501人
特別支援学級  19校341人
児童館　37館1,577人
保育園　90園4,895人
幼稚園　　4園　309人

【計画どおり進捗】
小学校、児童館、保育園、幼稚園
等で実習を通した歯みがき指導を
実施することにより、歯の健康の基
礎づくりに寄与した。

継続して、小学校、特別支援学級、
児童館、保育園、幼稚園での指導
を行っていく。

【計画どおり達成】
歯の健康の基礎づくりに寄与した。

9か月から1歳2か月
の乳幼児とその保護
者

乳歯の手入れとむし歯予防の話や保護者
のむし歯菌活動検査及び歯科相談を行
う。

むし歯予防・早期発見の大切さ
を訴えていく。

参加者数
　　193組
　　387人

【計画どおり進捗】
継続的に事業を実施することによ
り、歯科疾患の予防に寄与した。

むし歯予防・早期発見の大切さを訴
えていく。

【計画どおり達成】
継続的に事業を実施することにより
歯科疾患の予防に寄与した。

乳幼児 乳幼児を対象に喘息予防健診を行い、発
症防止、早期治療のための指導を行う。

一次問診　3,680人
専門医健診　160人

一次問診　4,270人
専門医健診　138人

【概ね計画どおり進捗】
一時問診では計画を超える実績と
なったが、専門医健診では計画に
満たないため、更なる周知を図る必
要がある。

一次問診      3,800人
専門医健診      130人

【概ね計画どおり達成】
本事業はぜん息予防に効果がある
が、専門医健診では計画に満たな
かったため、更なる周知を図る必要
がある。

2-(2)-⑮

子育てグループ育成・支援

健康福祉センター

2-(2)-⑯

育児学級

健康福祉センター

2-(2)-⑰

出張はみがき指導

健康福祉センター

2-(2)-⑱

はじめての歯みがきひろば

健康福祉センター

2-(2)-⑲

乳幼児呼吸器健診

予防対策課

2-(2)-⑨

乳幼児発達健康診査

健康推進課

2-(2)-⑩

乳幼児発達の遅れに関する相
談及び支援関係機関連絡会

健康推進課

2-(2)-⑪

乳幼児歯科健診

健康福祉センター

2-(2)-⑫

1歳6か月、3歳児歯科健診

健康福祉センター

2-(2)-⑬［再掲］

育児相談

健康福祉センター

2-(2)-⑭

出張育児相談

健康福祉センター

2-(2)-⑧

乳幼児経過観察健診

健康福祉センター

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

呼吸器疾患を抱える
方及びその家族

ぜん息やアレルギーに対する知識の普
及、予防及び意識の向上のため、講演と
相談を行う。
(旧事業名：アレルギー相談)

参加者数　70人 参加者数    63人 【計画どおり進捗】
ぜん息の予防やアレルギーに関す
る知識向上など、意識啓発に寄与し
ている。

年2回開催
参加者数    70人

【計画どおり達成】
ぜん息の予防やアレルギーに関す
る知識向上など、意識啓発に寄与し
ている。

区立保育園 食物アレルギー児への個別対応の充実と
誤食防止強化の徹底を図るため、除去食
品の混入を防止し、個別盛付けをする専
門の調理器具等を導入する。

対象園全園で実施 対象園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり進捗】
対象保育園全園で実施しており、計
画どおり進捗していると評価した。

対象園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
対象保育園全園で実施しており、計
画どおり達成していると評価した。

呼吸器疾患を抱える
小学3年生から中学3
年生

呼吸器系疾患を抱える小学3年生から中
学3年生を対象に健康の回復・増進のた
め、空気の清浄な自然環境において保養
させるとともに、療養生活上の指導を行う。

事業廃止 事業終了 【事業終了】 ― 【事業終了】
呼吸器疾患を抱える児童・生徒の
健康回復と増進に寄与したが、参加
者が年々減尐する傾向にあり、また
宿泊先の安全確保の観点から平成
24年度を以って事業を廃止した。

小学校1年生から6年
生

水泳指導を行い、基礎体力の増進を図る
とともに、ぜん息に係る知識の普及及び指
導を実施する。

水泳教室
延180人

水泳教室
延129人

【概ね計画どおり進捗】
本年は従来の周知方法に加えて、
町内の掲示板にポスター掲示を
行った。その結果、目標には及ばな
いものの、平成22年度のレベルにま
で回復することができた。

水泳教室
実施回数　6回
延180人

【概ね計画どおり達成】
震災の影響で参加者数が減尐傾向
にあったが、平成26年度は震災以
前のレベルに回復した。アンケート
の結果では、参加者の満足度が高
いので、今後も本事業を継続してい
く。

政令で定める年齢に
達した区内居住の乳
幼児、児童

ジフテリア、百日咳、破傷風、日本脳炎、
麻疹、風疹、急性灰白髄炎、結核につい
ての予防接種を行う。

接種人数
　67,000人

接種人数
　93,880人

【計画を超えて進捗】
予防接種を実施することにより乳幼
児・児童の健康に寄与したため、計
画どおり進捗していると評価した。

接種人数
　93,000人

【計画どおり達成】
予防接種は感染症予防に有効な手
段であり、子どもの健康維持に寄与
しているため、継続性を持って実施
していく。

区民 医師会の協力を得て区内の小児科、内科
のうち医療機関36か所を定点観測所とし
て毎週感染症の発生状況の報告を求め、
流行の実態把握を行い、まん延防止に努
めている。

報告件数
14,000件

報告件数
22,063件

【計画どおり進捗】
区内の感染症発生の最新情報を速
やかに把握することができ、結果を
ホームページで公表している。これ
により、医療機関及び地域住民へ
効率的、効果的な周知活動が図ら
れていることから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

報告件数
14,000件

【計画どおり達成】
区内の感染症発生の最新情報を速
やかに把握することができ、結果を
ホームページで公表している。これ
により、医療機関及び地域住民へ
効率的、効果的な周知活動が図ら
れていることから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

小学3年生から6年生 転地療養(寄宿生活)により、ぜん息、肥
満、虚弱、偏食などから児童の健康の回
復を図る。

延児童数
＇年間（55人

延児童数
＇年間（41人

【計画どおり進捗】
「自立活動」の授業や豊かな自然の
中での体験活動などを通して、児童
の健康回復に寄与した。

希望する児童について体験・面接・
協議を経て、入学を認める。

【計画どおり達成】
事業を通して児童の健康回復に寄
与することができた。見学希望者等
は増加しており、関心は高まってい
ると評価している。今後の学校運営
については、あり方検討会を開催
し、検討を行っている。

育児不安をかかえる
母親

育児不安をかかえる母親を対象にグルー
プワークにより、母親の悩みを受け止め、
支えあうよう支援を行う。

実施回数　60回 実施回数　　58回
参加者数　274人

【計画どおり進捗】
保護者の育児不安の軽減に寄与し
たことから計画どおりに進捗している
と評価した。

実施回数   60回 【計画どおり達成】
継続性して事業を実施し、保護者の
育児不安の軽減に寄与したことから
計画どおりに進捗していると評価し
た。

妊娠中の夫婦及び乳
幼児とその保護者

区医師会委託の事業として以下の2事業
を実施する。
・妊娠中の夫婦を対象とした講座
・乳幼児とその保護者を対象とした健康相
談とミニ講演

プレママ・プレパパコース＇両親
学級（
6回、150組
乳幼児コース
11回、200人

プレママ・プレパパコース＇両親学
級（
6回、144組
乳幼児コース
11回、154組

【計画どおり進捗】
妊娠中の夫婦や乳幼児の保護者に
対し、健康管理などの知識普及を
図れたことから、計画どおり進捗して
いると評価した。

プレママ・プレパパコース
＇両親学級（
6回、150組
乳幼児コース
11回、200組

【計画どおり達成】
継続的に事業を実施することによ
り、妊娠中の夫婦や乳幼児の保護
者に対し、健康管理などの知識普
及を図れた。

小学校入学前児童及
び小学生

小学校入学前児童及び小学生を対象に、
基本的生活習慣を楽しみながら身につけ
ることができるチェックシートを作成・配布
する。

配布　5,000部
小学校入学1年前の児童に配布

配布　5,000部
小学校入学1年前の児童に配布

【計画どおり進捗】 配布　5,000部
小学校入学1年前の児童を対象に
配布
※平成27年度から、中学校入学１
年前の児童を対象とした同様の
チェックシートを作成、中学校入学
案内冊子に挿入する。

【計画どおり達成】
小学校入学１年前の配布を継続し、
早期からの生活習慣づけの取り組
みが定着できたと評価する。

言葉や行動に遅れな
どの心配がある幼児
＇概ね2歳児（と保護
者

言葉や行動の発達に遅れの心配のある2
歳児とその保護者に対して、グループで
の親子あそびを通じ児童の発達を促すと
ともに、経験が不足している親の子育てを
支援する。

3か所実施
年　36回開催

板橋・赤塚・志村で実施
実施回数　36回
参加児童数　252人
参加保護者数　259人

【計画どおり進捗】
実施回数、参加者数ともに、計画ど
おり進捗していると評価した。

3か所実施
年36回開催

【計画どおり達成】
実施回数、参加者数ともに、計画ど
おり進捗していると評価した。

2-(2)-27

育児不安をかかえる母親への
支援

健康福祉センター

2-(2)-28

親子健康支援事業

健康推進課

2-(2)-26

天津わかしお学校の運営

学務課

2-(2)-21

食物アレルギー児対応強化

保育サービス課

2-(2)-22

ぜん息キャンプ事業

予防対策課

2-(2)-23

機能訓練事業

予防対策課

2-(2)-24

予防接種

予防対策課

2-(2)-25

感染症定点観測調査

予防対策課

2-(2)-⑳

健康相談事業

予防対策課

事業番号・事業名・所管課

2-(2)-29

生活習慣チェックシートの作
成・配布

生涯学習課

2-(2)-30

発達支援事業「あそびの会」

健康福祉センター
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

発達に気がかりのあ
る区内在住の概ね15
歳までの子と家族

発達障がいについて相談から療育に至る
までの一貫した支援の中核的拠点として
専門相談員を配置し、発達支援の専門相
談、地域支援、関係機関の調整、個別支
援会議の開催等を行う。
①専門相談事業
②個別支援事業＇親支援事業・個別支援
調整会議（
③地域支援事業＇支援者研修事業・乳幼
児の発達を支援する関係機関連絡会＇発
達ネット（（
④乳幼児発達健康診査

・専門相談　年延680件
・個別支援
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議　年10回
・地域支援事業
　　支援者研修　年6回
　　発達ネット　年2回
・乳幼児発達健康診査　年10回

・専門相談　年延598件
・個別支援
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議 年5回
・地域支援事業
　支援者研修　年6回
　発達ネット　　年2回
・乳幼児発達健康診査 年5回

【計画どおり進捗】
継続して実施することで事業目的を
果たしており、計画どおり進捗して
いると評価した。

・専門相談
　年延825件
・個別支援事業
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議  年10回
・地域支援事業
　支援者研修 　年6回
　発達ネット　 　年2回
・乳幼児発達健康診査  年10回

【計画を超えて達成】
事業量としては計画を超えた実績が
あった。専門相談においては、相談
後の受け皿がないために、専門相
談で継続して支援せざるを得ない
状況になりつつある。
なお、都営三田線沿線の利便性向
上のため、週1回志村健康福祉セン
ターで出張相談を平成27年5月より
開始した。

【（３）医療費助成制度の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

妊婦 妊娠により入院医療を必要とする疾病で、
助成基準に該当する妊婦に対して入院医
療費を助成する。

認定件数
10件

認定件数　3件 【概ね計画どおり進捗】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるので今後も事業は継続とする。

認定件数　4件 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

中学3年生までの児
童

保険診療範囲内で、入院・通院医療費の
自己負担分を助成し、子どもの健康増進
を図る。

継続 乳幼児
　受給者数    28,984人
　助成件数  583,915件
小・中学生
　受給者数    33,426人
　助成件数  481,767件

【計画どおり進捗】
子育て家庭の支援策として、継続的
に事業を実施していることから、計
画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
子育て家庭の支援策として、継続的
に事業を実施していることから、計
画どおり達成していると評価した。

ひとり親家庭等 ひとり親家庭等受給者の健康保険給付の
自己負担分のうち、一部負担金を除いて
助成する。

継続 受給者数　   4,569人
助成件数   61,604件

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

低所得世帯の妊産婦
及び乳幼児

経済的理由により保健指導を受けることが
困難な妊産婦、乳幼児に対して必要な保
健指導を行う。

340件 200件 【概ね計画どおり進捗】 340件 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

未熟児 出生体重が、2,000g以下の未熟児及び医
師が必要と認めた未熟児性のある場合に
医療給付を行う。

90件 98件 【計画どおり進捗】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるので今後も事業は継続とする。

認定件数　90件 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

身体に障がいのある
18歳未満の児童

身体に障がいがあり、手術などにより機能
回復が見込まれる場合に、指定医療機関
で受ける医療費を助成する。

60件 40件 【概ね計画どおり進捗】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるので今後も事業は継続とする。

認定件数　40件 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

妊婦、乳幼児 妊婦、乳児、1歳6か月、3歳、4・5歳児健
康診査において、診断確定のための精密
健康診査を行う必要があると判断されたも
のに対し、これに要する費用を助成する。

252件 助成延べ件数　335件 【計画を超えて進捗】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるので今後も事業は継続とする。

助成延べ件数　350件 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、申請者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

18歳未満の結核児童 骨関節結核及びその他の結核にかかって
いる18歳未満の児童で、指定療育医療機
関に入院した場合専門的な医療給付を行
うとともに、療育生活に必要な日用品と学
校教育に必要な学用品の給付を行う。

受給者数　2人 受給者数　　0人 【計画どおり進捗】
事業の性質上、受給者数に増減が
あるので今後も事業は継続とする。

受給者数　2人 【計画の未達成】
事業の性質上、受給者数に増減が
あるが今後も事業は継続とする。

18歳未満の児童 大気汚染の影響を受けたと推定される疾
病にかかった者に対し、健康被害の救済
を図るため、医療証を交付する。※
H20.8.1から気管支ぜん息の医療費助成
対象年齢を全年齢に拡大
※H27.4.1から18歳以上の新規申請が終
了

2,900人 3,635人 【計画を超えて進捗】
平成27年度から制度改正が予定さ
れており、年度末に向けて駆け込み
による申請件数が増加した。

3,700人 【計画を超えて達成】
計画よりも多くの申請があったため
計画を超えて達成と評価した。今後
は新規申請は減ることが見込まれる
が、18歳以上の既認定者は更新申
請が認められているため、本事業は
今後も継続とする。

2-(3)-⑧

結核児童療育給付

予防対策課

2-(3)-⑨

大気汚染関連疾病医療券交
付

予防対策課

2-(3)-②［再掲］

子ども医療費助成

子ども政策課

2-(3)-③［再掲］

ひとり親家庭医療費助成

子ども政策課

2-(3)-④

保健指導票

健康推進課

2-(3)-⑤

養育医療給付

健康推進課

2-(3)-⑥

育成医療給付

健康推進課

2-(3)-⑦

妊婦、乳児、1歳6か月、3歳、
4・5歳児精密健康診査費助成

健康推進課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課

2-(2)-31

子ども発達支援センター事業

健康推進課

2-(3)-①

妊婦高血圧症候群等医療費
助成制度

健康推進課
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【（４）小児医療の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区民 急病患者に対する診療事業＇主に内科、
小児科（を実施する。

実施日72日 実施日72日
受診者数　18,374人

【計画どおり進捗】 実施日72日 【計画どおり達成】
板橋区医師会の協力のもと各医療
機関で実施されている

15歳以下の子ども 平日の夜間における小児の急病疾患に
対する初期救急医療事業｢平日夜間応急
こどもクリニック｣を実施する。

実施日244日 実施日244日
受診者数　1,207人

【計画どおり進捗】 実施日243日 【計画どおり達成】
セーフティネットの機能として継続的
に実施している

区民 急に歯が痛くなった方の応急歯科診療を
行う。

実施日73日 実施日72日
受診者数　638人

【計画どおり進捗】 実施日73日 【計画どおり達成】
板橋区歯科医師会の協力のもと、
板橋区歯科衛生センターで継続的
に実施されている

心身障がい児 一般の診療施設で治療の困難な心身障
がい児の歯科診療を行う。

実施日49日 実施日49日
受診者数　827人

【計画どおり進捗】 実施日51日 【計画どおり達成】
セーフティネットの機能として継続的
に実施している

【（５）「食育」の推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区民＇乳幼児、児童、
生徒を含む（

生活習慣病予防や各ライフステージの食
生活の課題にそった講義、調理実演を行
う。また、地域活動、父母会、児童館など
で食育推進や栄養・食生活、健康づくりに
ついて講演会を実施する。

開催回数　150回
参加延人員　4,550人

開催回数  145回
参加延人員 　3,793人

【計画どおり進捗】
区民の健康づくり及び栄養・食生活
の改善を推進するために、テーマや
対象者のニーズに合わせた内容で
実施している。

開催回数　　　　　150回
参加延人員　　 4,550人

【計画どおり達成】
区民の健康づくり及び栄養・食生活
の改善を推進するために、テーマや
対象者のニーズに合わせた内容で
今後とも継続して実施する。

健康づくり栄養サ
ポートグループ

食生活に関する必要な知識や技術の向
上を図る。特に地域社会の食生活改善を
目指すことを目的とする。

開催回数
　100回
参加延人員
1,500人

開催回数    　  92回
参加延人員  1,404人

【計画どおり進捗】
自らが食生活改善、健康づくり活動
に取り組む栄養サポートグループに
ついて継続して支援している。

開催回数　　　　100回
参加延人員　1,500人

【計画どおり達成】
自らが食生活改善、健康づくり活動
に取り組む栄養サポートグループに
ついて、今後とも継続し、支援する。

関係職員＇健康福祉
センター、保育サービ
ス課、子ども政策課、
学童クラブ、児童館、
学務課（

食を通じた子どもの心と体の健全育成を
図るため、区内保育園や幼稚園・児童館・
学童クラブ・教育機関で、食育に係る取り
組みを推進する。

児童館・学童クラブ・あいキッズ
との食育連絡会
各課栄養士の食育情報連絡会

児童館・学童クラブ・あいキッズとの
食育連絡会
各課栄養士の食育情報連絡会

【計画どおり進捗】
児童館・学童クラブ・あいキッズ・健
康福祉センター等と連携しながら着
実に食育を推進している。

児童館・あいキッズとの食育連絡会

各課栄養士の食育情報連絡会

【計画どおり達成】
児童館・あいキッズ・健康福祉セン
ター等と連携しながら着実に食育を
推進している。今後も、間断ない連
携を図りながら推進する。

区民＇乳幼児、学童、
生徒（

食育を推進するため、ネットワークを構築
する。食育ボランティアを育成し、食育を
普及・推進する。

食育ボランティアの活動支援
講習会開催　30施設
食育推進ネットワーク会議の開
催＇年3回（
食育情報紙発行＇はぐりん通
信、年3回（

食育ボランティアの養成活動支援
平成26年度食育ボランティアの欠員
補充を行い、述べ119名養成した。
講習会開催　37施設、食育推進ネッ
トワーク会議の開催＇年3回（、食育
情報紙発行＇はぐりん通信、年3回

【計画どおり進捗】
区民ニーズも高く、大変好評であ
る。ボランティア養成人数は平成24
年度までに目標の100人に達した。
しかし、日常的活動者が減尐した場
合は、欠員補充を行い継続して活
動支援を行いながら、食育を推進す
る。

食育ボランティアの育成活動支援
講習会開催　30施設
食育推進ネットワーク会議の開催
＇年3回（
食育情報紙発行＇はぐりん通信、年
3回（

【計画どおり達成】
区民ニーズも高く、大変好評であ
る。日常的に活動できるボランティア
数が減尐した場合は、欠員補充を
行う。継続して活動支援を行いなが
ら、食育を推進する。

区立保育園 園児が自ら食の体験を通じて健康・人間
関係・食文化・命の大切さ等を学ぶことが
できるよう、区立保育園に菜園を整備す
る。

区立保育園全園で実施 区立保育園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり進捗】
区立保育園全園で実施していること
から、計画どおり進捗していると評
価した。

区立保育園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
区立保育園全園で実施していること
から、計画どおり達成していると評
価した。

事業番号・事業名・所管課

2-(5)-①

食育・健康クッキング教室

健康福祉センター

2-(5)-②

健康づくり栄養サポートグルー
プへの支援

健康推進課、健康福祉センター

2-(5)-③

食育の推進

健康推進課

2-(5)-④

食育推進ネットワークの構築

健康推進課

2-(5)-⑤

げんキッズ菜園

保育サービス課

2-(4)-①

休日医科診療（内科・小児科）

健康推進課

2-(4)-②

小児初期救急平日夜間診療

健康推進課

2-(4)-③

休日歯科診療

健康推進課

2-(4)-④

心身障がい児歯科診療

健康推進課

事業番号・事業名・所管課
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【（６）思春期保健対策の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

小・中学生、高校生
及び保護者

エイズ等性感染症予防に関する知識の普
及を行う。

講演会　3回 講演会　6回  556人 【計画を超えて進捗】
講演会の他、大学祭での啓発活動
を積極的に継続して実施している。

講演会　3回 【計画を超えて達成】
講演会の他、大学祭での啓発活動
を積極的に継続して実施している。
その結果計画を超えて達成と評価
した。

小・中学生、高校生
及び保護者

健康に関する正しい知識を普及する。 講演会　１回 講演会　１回
参加者数　52人
志村健康福祉センター

【計画どおり進捗】
心身に与える影響があり、普及啓発
を継続して実施した。

平成26年度で終了 【事業終了】
夏休み探検隊事業の中で行ってい
たが、事業規模を縮小するため終
了となった。

ひきこもりの問題を抱
えている家族、当事
者

ひきこもりの問題を抱えている家族、当事
者に対し、専門医による相談、家族教室を
行う。

ひきこもり相談　12回
ひきこもり家族教室　24回

ひきこもり相談　12回
ひきこもり家族教室　23回

【計画どおり進捗】
専門医相談と家族教室の連携によ
り、家族教室の利用数はほぼ目標
を達成している。

ひきこもり相談　　　　　12回
ひきこもり家族教室　　24回

【計画どおり達成】
うつ病家族教室等の精神保健事業
および自立支援関連事業との連携
を進めつつ本事業を継続する。

中学生、保護者、教
職員

いじめや不登校等の未然防止・改善及び
解決並びに学校内の教育相談体制等の
充実を図ることを目的とする。

小学校35回
中学校35回

小学校35回
中学校35回

【計画どおり進捗】 小学校　35回52校
中学校　35回23校
天津わかしお学校11回

【計画どおり達成】
東京都の配置により、小学校の年間
配置回数が中学校と同じ年35回配
置となり、教育相談体制の充実を図
ることができた。

３　次代を担う子どもの生きる力の育成

【（１）幼児教育の振興】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

乳児のいる全家庭 乳幼児のいるご家庭に絵本を2冊等を配
布する。

継続
4か月検診時に引換券、各図書
館で現物を配布
3,960人

継続
・4か月検診時に配布＇4・5月（
・4か月検診時に引換券、各図書館
で　現物を配布＇6月～翌3月（
2,548人

【概ね計画どおり進捗】
図書館窓口での配布に変更したこと
で配布数は減尐する結果となった
が、乳幼児向けおはなし会への参
加者は増加した。ブックスタートパッ
ク配布時に同封している案内の効
果が伺える。

継続
図書館にて対象者に絵本を配布す
る。
3,000人

【計画どおり達成】
はじめて本に触れる機会を提供する
という価値ある事業であり、計画どお
り達成したと評価できる。今後も継続
していく必要性がある。

保護者、未就園児 区内の私立・区立幼稚園の教育目標や保
育内容を盛り込んだ情報誌を作成する。
※私立幼稚園協会と掲載内容等につい
て協議

作成
＇隔年作成（
3,800冊

作成
＇隔年作成（
3,800冊

【計画どおり進捗】
幼稚園への就園の参考に資するこ
とができた。

作成
(隔年作成（
なし

【計画どおり達成】
幼稚園への就園の参考に資するこ
とができた。

非在園児及び在園児
の保護者

随時、子育てに関する情報を提供する。 継続
＇私立幼稚園を含む全園で実
施（

継続
＇私立幼稚園を含む全園で実施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続
(私立幼稚園を含む全園で実施)

【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

非在園児及び在園児
の保護者

区立幼稚園及び私立幼稚園において、児
童の保護者からの養育その他に関する相
談に応じる。

継続
＇全園（

継続＇全園（
＇区立2園、私立34園の全園で実
施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続(全園) 【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

在園児の保護者 保護者会において、子育てについて講演
会を開催する。

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続 【概ね計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

幼稚園設置者 私立幼稚園が、国の定める減免基準に基
づき保育料及び入園料を減免した場合
に、減免した額を支給する。
※国の制度が変わる場合、事業内容も変
更となる。

3,700人 4,523人 【計画どおり進捗】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

3,700人 【計画どおり達成】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

幼稚園児の保護者 私立幼稚園の在園児を養育する保護者
の負担を軽減するため、補助金を支給す
る。

延70,000人
入園料補助
＇入園時１回（
2,200人

延71,365人
入園料補助
＇入園時１回（
2,213人

【計画どおり進捗】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

延70,000人
入園料補助
＇入園時１回（
2,200人

【計画どおり達成】
所得状況に応じた経済的負担を軽
減した。

3-(1)-④［再掲］

子育て相談（幼稚園）

学務課

3-(1)-⑤［再掲］

子育て講演会（幼稚園）

学務課

3-(1)-⑥［再掲］

幼稚園就園奨励費補助

学務課

3-(1)-⑦[再掲]

私立幼稚園等園児保護者補
助

学務課

2-(6)-②

喫煙・飲酒・薬物乱用防止教
育

健康福祉センター

2-(6)-③

ひきこもり相談

予防対策課
健康福祉センター

2-(6)-④

スクールカウンセラー

指導室

3-(1)-①

ブックスタート事業

中央図書館

3-(1)-②

幼稚園情報誌の作成

学務課

3-(1)-③［再掲］

子育て情報の提供（幼稚園）

学務課

事業番号・事業名・所管課

2-(6)-①

エイズ等性感染症予防教育

予防対策課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

幼稚園設置者 私立幼稚園の教育環境の充実及び教育
内容の維持・向上に必要な経費を補助す
ることにより、幼稚園教育の振興と父母の
負担軽減を図る。

私立幼稚園全園(34園（ 私立幼稚園全園(34園（ 【計画どおり進捗】
幼児教育の振興に寄与した。

私立幼稚園全園(34園（ 【計画どおり達成】
幼児教育の振興に寄与した。

区内幼稚園 心身障がい児教育の充実を図るため、巡
回指導員が区立・私立幼稚園を巡回す
る。

区立・私立幼稚園を対象として
実施
20園

実施15園　19回
＇区立幼稚園2園3回、私立幼稚園
13園16回（

【概ね計画どおり進捗】
教諭・園児のフォローが図られた。

区立・私立幼稚園を対象として実施 【概ね計画どおり達成】
教諭・園児のフォローが図られた。

区民、保護者、板橋
区私立幼稚園協会

板橋区及び板橋区私立幼稚園協会の
ホームページにより、保護者への幼稚園
情報の提供を図る。この経費を含め幼稚
園協会に補助金を支給することにより、区
の幼児教育の振興を図る。

実施 実施 【計画どおり進捗】
幼児教育の振興に寄与した。

実施 【計画どおり達成】
幼児教育の振興に寄与した。

就学前児童  「就学前教育振興協議会」を設置し、幼
稚園・保育園と小学校との連携、幼稚園と
保育園との連携の施策を体系的に盛り込
んだ、数年程度の期間を想定する「就学
前教育振興プログラム」を策定し推進す
る。

プログラムの推進 プログラムの推進 【事業終了】 終了 【事業終了】
東京都教育委員会作成の「就学前
教育カリキュラム」の活用及び保幼
小連携研修の実施により、幼稚園・
保育園・小学校の連携が図られ、目
標が達成されたため事業終了とし
た。

公私立幼稚園・小学
校教諭、公私立保育
園保育士

互いの教育＇保育（内容について相互理
解を深めていく必要があることから、交流・
合同研修を組織的・継続的に実施する。

年2回実施 年2回実施＇保育（
7月　公立39人・私立25人、12月　公立
40人・私立26人、合計130人参加
年2回実施＇幼稚園・小学校（
7月　公立＇幼・小（51人・私立＇幼（7人、
12月  公立＇幼・小（55人・私立＇幼（7
人、合計120人参加

【計画どおり進捗】
交流合同研修が継続的に計画さ
れ、実施していることから計画どおり
進捗している。

年2回実施 【計画どおり進捗】
交流合同研修を通じ、相互理解を
深めており、事業の継続性から、計
画どおり進捗していると評価した。

【（２）子どもの居場所づくり】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

児童館利用者 遊びを通じて地域の児童の健全育成を図
る。

全児童館
利用者延数　737,000人
 〔乳幼児〕　231,000人
 〔小学生〕　236,000人
 〔その他〕　270,000人
検討結果に基づくモデル実施、
整備

全児童館
利用者延数 　８２７，７２０人
 〔乳幼児〕   ２４０，６２６人
 〔小学生〕   ３１７，８６５人
 〔その他〕    ２６９，２２９人

【計画を超えて進捗】
利用者延数は、計画を上回った。全
体の利用者数としては前年比減で
あるが、内訳として、小学生の居場
所はあいキッズに移行することにより
減尐している一方、乳幼児親子の
利用者数が増加している。

全児童館
利用者延数　７６６，３００人
 〔乳幼児親子〕　　５６１，５００人
 〔小学生〕　１８４，０００人
 〔その他〕　２０，０００人

【計画を超えて達成】
乳幼児親子の利用者が増加してお
り、在宅子育てにおける乳幼児親子
の需要は高まっているといえる。
このことからも平成28年度から新た
な児童館として、乳幼児親子等在宅
子育て支援を中心に運営していく。

小学1年生から4年生
までの児童

放課後の家庭において、保護者の就労等
により適切な保護が受けられず、児童が
ひとりで過ごすことが不安な場合、下校後
直接児童館に来館し、過ごすことができ
る。

全児童館
利用者延数
　38,000人

全児童館
利用者延数
　91,100人

【計画を超えて進捗】
目標を上回る利用者延数がみられ
計画を超えて進捗していると評価し
た。

終了 【事業終了】
目標を上回る利用者延数がみられ
た。なお今後、小学生の放課後の
居場所があいキッズに移行すること
により、学童クラブの機能を補完して
きた本事業は、廃止となった。

スポーツ団体、文化
活動団体

小・中学校の校庭・体育館等をスポーツ・
文化活動の場として開放する。

継続 学校数75校
利用件数40,643件

【計画どおり進捗】 拡充 【計画どおり達成】
利用件数は減尐したが、区民にス
ポーツ・文化活動の場として使用さ
れており地域コミュニティーに寄与し
ている。なお、平成25年度に検討会
を立ち上げ、減額免除規定等につ
いて協議し、平成28年度からの使用
料徴収に向けて見直しを検討して
いる。

―
区立公園・緑道の整備を進めるとともに、
公園不足地域の解消を図る。

未定 0か所
＇設計委託及び関係団体との協議・
調整を進めた。（

【計画どおり進捗】
翌年度の新設工事に向け設計委託
および関係団体との協議・調整を進
めていることから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

1か所 【計画どおり達成】
公園用地の確保が課題であった
が、新設公園の整備を５か所計画ど
おり達成した。

3-(2)-④

公園の新設

みどりと公園課

3-(2)-②

児童館子育ちサポート

子ども政策課

3-(2)-③

学校開放

学校地域連携担当課

事業番号・事業名・所管課

3-(1)-⑩

私立幼稚園協会への支援

学務課

3-(1)-⑪

「就学前教育振興プログラム」
の策定

学務課、指導室、保育サービス課

3-(1)-⑫

幼稚園・保育園・小学校交流
合同研修

学務課、指導室、保育サービス課

3-(2)-①

児童館事業

子ども政策課

3-(1)-⑧

私立幼稚園教育環境整備費
等補助

学務課

3-(1)-⑨

臨床心理士による幼稚園巡回
相談事業

学務課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

―
快適な都市空間の確保、防災機能の充実
など、公園に対する区民ニーズの変化に
対応するため、公園・緑道の改修整備を
進める。

未定 １か所 【計画どおり進捗】
「中間のまとめ」の後に設定した目
標の通りに公園の改修が進められ
ていることから、計画どおり進捗して
いると評価した。

0か所
＇平成26年度に策定した公園遊具
長寿命化計画に合わせて計画的に
改修する。（

【計画どおり達成】
ワークショップ等を通じ周辺住民の
声を取り入れ公園の改修が進めら
れていることから、計画どおり達成し
た。

小学1年生から6年生 区立全小学校＇52校（で｢放課後子ども教
室」と｢学童クラブ」を一体的に運営する板
橋区版放課後対策事業「あいキッズ」を実
施する。

あいキッズへの移行 11校
計43校
＇放課後子ども教室実施校 　10
校（

あいキッズへの移行　10校
計43校
＇放課後子ども教室実施校 10校（

【計画どおり進捗】
計画どおりに移行できている。

計52校＇全小学校（で新あいキッズ
を実施
・学童クラブと放課後子ども教室の
新あいキッズへの移行　10校
・従来型あいキッズから新あいキッズ
への移行　42校
＇平成26年度大山小廃校による1校
減（

【計画どおり達成】
平成21年度から順次移行し、平成
26年度は計画どおり実施している。
また、平成25年度に制度の見直しを
行い、これまでの「学童クラブ登録」
と「一般登録」を一体化した。さら
に、あいキッズ条例を新規で制定
し、平成26年度から「新あいキッズ」
を実施するための基盤を築いた。今
後も、放課後の子どもたちの安心・
安全な居場所の確保、児童の健全
育成、保護者の子育てと仕事等の
両立支援を行っていく。＇学校地域
連携担当課（
平成21年度から、学童クラブからあ
いキッズに順次移行、平成26年度ま
で計画どおり実施し、同年度末で学
童クラブ事業は終了した。(子ども政
策課（

【（３）地域の教育力の向上】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

小・中学生及び保護
者

平成14年度から実施された完全学校週5
日制に合わせ、「学校開放協力会」等の
地域ボランティアが主体となり、放課後や
土・日曜日の子どもの居場所づくり事業と
して実施する。
※20年度より、計画を小学校のみとし、中
学校については現状維持を基本とする。
※学校の望む支援とボランティア団体の
活動をコーディネートする学校支援地域
本部事業との連携を図っていく。

継続

25年度に目標達成
小学校推進校
53校

継続

小学校推進校
全52校で実施(大山小閉校廃校によ
る１校減（

【計画どおり進捗】 継続

小学校推進校
全52校で実施
＇大山小閉校廃校による１校減（

【計画どおり達成】
平成25年度で小学校全校が推進校
となり目標達成した。

区民 地域行事に協力し、子ども向け事業を実
施することにより、子育てに対する理解を
深め、子どもを地域全体で育てていくとい
う気運を醸成する。

18地区
全児童館で実施

18地区
全児童館で実施

【計画どおり進捗】
18地区全児童館において実施し
た。
地域行事に協力し、子ども向け事業
を実施することにより、子どもに対す
る理解を深めることができた。

18地区
全児童館で実施
参加者数219,722人

【計画どおり達成】
区内全域で実施しており、参加者も
増加傾向にあるため、地域に子育
てに対する理解を深めることがで
き、計画どおりに達成したと評価す
る。

【計画を超えて進捗】

中学生、高校生、若
者

若者活動支援
1講座
若者キャリアデザイン支援
2講座

若者活動支援
4講座
若者キャリアデザイン支援
2講座

中高生勉強会　　2教室
スポーツ・文化・地域活動を通した
交流　　2講座
キャリアデザイン・居場所づくり　3講
座
　幼児、小・中学生、高

校生、若者、成人＇39
歳以下の方優先（

多世代交流
1講座

多世代交流
2講座

子ども・若者農業体験　2講座

区民 地域の人の知識や技能、経験を「バンク」
に登録し、公立小中学校・いきいき寺子屋
＇学校開放協力会（へ、ボランティアとして
紹介する。また、公開方法については、利
用者の利便性の向上のため改善する。

拡大 4校で実施 【計画どおり進捗】 終了 【事業終了】
平成27年度から、教育支援人材
コーディネート事業を実施したた
め、事業終了となった。

3-(3)-④

教育人材バンク

学校地域連携担当課

3-(2)-⑤

公園の改修

みどりと公園課

3-(2)-⑥

板橋区版放課後対策事業「あ
いキッズ」

学校地域連携担当課

3-(3)-①

いきいき寺子屋プラン事業

学校地域連携担当課

3-(3)-②

出前児童館

子ども政策課

3-(3)-③

社会参加支援事業

生涯学習課

事業番号・事業名・所管課

【計画を超えて達成】
青尐年問題協議会答申及びいたば
し学び支援プラン第３期を受けて、
当初の事業を見直し、「若者の社会
参加支援事業」を平成２４年度から
実施したので、２４年度当初の目標
を上回る事業を実施したことにより、
計画を超えて達成したと評価した。

目標を上回る事業を実施したことに
より、計画を超えて進捗と評価した。

青尐年の社会参加支援の一環として地域
で働く体験を通じて、仕事について学び、
考える機会を提供する。
※幼児、小学生から中学生を主な対象に
した地域教育支援事業が一定の成果をあ
げたため、平成24年度より、中学、高校生
世代を含めた若者を対象とした社会参加
支援事業に移行した。

＇旧事業名（ 地域教育支援事業
　「みつけよう私の仕事」
　「子ども仕事人養成講座」
　「キッズタウンいたばし」

「若者活動支援」

「多世代交流」

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

ＰＴＡ会員及び子ども
がいる一般成人

子どもたちの健全な育成をめざし、保護者
同士で学習したり、親子で体験したりする
ことにより、親のあり方を考え、子どもの情
操を深める契機とし、それぞれの家庭に
おける教育力の向上に資する。

各学校で年1回以上実施 各学校で年1回以上実施 【計画どおり進捗】 各学校で年1回以上実施
教育委員会が共通テーマを設定す
ることにより、家庭教育に関する課
題を共有し、これまで以上に積極的
な取り組みを促す。

【計画どおり達成】
回数・参加者数は減尐傾向だが、
各校年間１回以上の実施は定着し
てきており、計画どおり達成と評価
できる。

区民 子どもが生活習慣を身につけ、心身の調
和のとれた発達を遂げられるよう、親として
の役割について考え、しつけを学ぶ学習
の機会を提供する。

全4日の講座を3講座実施 全4日の講座を3講座実施 全4日の講座を3講座実施 【概ね計画どおり達成】
毎年度、講座後の自主グループ結
成か参加者の事業への参画を得て
の講座が実施できた。

区民 子育てや子どもの教育に関わる親の課題
について、助言者等を交えて話し合う場を
ボランティアの企画・運営により設ける。
「板橋区家庭教育ガイドライン」に基づき、
既存事業を拡充して実施

各地域とも全4日の日程で、3地
域で実施。

各地域とも全4日の日程で、3地域で
実施

各地域とも全4日の日程で、3地域で
実施

【概ね計画どおり達成】
毎年度、講座後の自主グループ結
成か参加者の事業への参画を得て
の講座が実施できた。

区立小・中学校及び
学習団体

行政の取り組みや職務に関する専門知識
を生かした内容の講義や実技指導を行
う。

9分野
派遣回数 30回

6分野
派遣回数 22回

【概ね計画どおり進捗】 9分野
派遣回数　30回

【計画どおり達成】
利用団体の要請に応え実施してお
り計画どおり達成している。

区立小学校 区内の民俗芸能を公開することで、ふるさ
と意識・文化の大切さを育む。

小学校1校で実施＇年間（ 板橋第九小学校
平成26年12月19日
全学年＇6クラス90人（
出演団体
・徳丸北野神社獅子舞保存会
・大門餅つき保存会

【計画どおり進捗】 中学校1校で実施＇年間（ 【計画どおり達成】
継続的に事業展開が図られている
ことから、計画どおり進捗していると
評価した。

区立小学校5校の3年
生又は4年生

民俗芸能が伝承されている地域における
小学生を対象に、伝統文化への理解と郷
土芸能の伝承・後継者確保に資すること
を目的に、地元の民俗芸能保存団体が講
師となって、体験学習を行う。

区立小学校5校で実施＇年間（ ・北野小学校　3年生100人
神田流神明囃子保存会
徳丸四ツ竹踊り保存会
・紅梅小学校　4年生114人
徳丸北野神社田遊び保存会
・三園小学校　3年生90人
成増里神楽保存会
・徳丸小学校　4年生88人
里神楽相模流萩原正義社中
・成増ヶ丘小学校 　3年生114人
成増里神楽保存会
・赤塚新町小学校　3･4年・支援93
人
神田流神明囃子保存会
大門四ツ竹踊り保存会

【計画どおり進捗】 区立小学校6校で実施
＇年間（

【計画どおり達成】
継続的に事業展開が図られている
ことより、計画どおり進捗していると
評価した。

小・中学生、高校生、
区民

冬期を除き、月に2～3回土曜日に実施。
赤塚地域の民俗伝承事業ほか各種体験
事業を実施する。

継続 継続
11回
527人

【計画どおり進捗】
事業回数の増加によって、更に資
料館をＰＲすることができた。

12回 【計画どおり達成】
毎年計画どおり講座を開催すること
が出来、概ね好評を得ており、資料
館のＰＲにもつながっている。

区民＇主に小・中学
生（

広く科学に関する知識の普及・啓発を行
い、学校教育の充実を図る。

入館者数　220,000人 入館者数　216,339人 【計画どおり進捗】 入館者数　220,000人 【計画どおり達成】
毎年度、入館者数は前年度より増
加しており、計画どおり進捗している
と評価する。

小学生以上の方＇中
学生以下は保護者同
伴（

自然の中での集団生活・野外活動を通し
て、自然の尊さを体験し、また、グループ
の協力・助け合いの精神を培うために自
然教室を開催する。

継続 継続 【概ね計画どおり進捗】
台風の影響で参加人数が減尐し
た。

現地ならではの自然体験ができる
内容を企画し実施する。
定員　40人

【計画どおり達成】
事業内容の見直しにより24年度以
降は継続して実施しており、計画ど
おり達成としたと評価した。

区民 絵本館に所蔵する世界各国の絵本＇約
25,000冊（を所蔵・展示・活用するとともに
絵本館の魅力を広く発信する。

継続
入館者数
6,000人

継続
入館者数　6,373人

【計画どおり進捗】 入館者数　6,500人 【計画どおり達成】
入館者数が目標に達したため計画
どおり達成と評価した。今後は館内
の施設整備を含めた魅力アップが
必要となる。

3-(3)-⑨

赤塚ふるさと事業

文化・国際交流課

3-(3)-⑩

教育科学館事業

生涯学習課

3-(3)-⑪

八ヶ岳自然教室

生涯学習課

3-(3)-⑫

いたばしボローニャ子ども絵本
館事業

中央図書館

3-(3)-⑤［再掲］

年齢別の親学講座

生涯学習課

「家庭教育学級」

「家庭教育講座」

「地域別子育て講座」

3-(3)-⑥［再掲］

生涯学習出前講座

生涯学習課

3-(3)-⑦

郷土芸能のつどい

生涯学習課

3-(3)-⑧

ふるさと文化伝承事業

生涯学習課

講座後の自主グループ結成や参加
者の事業への参画の促進を図って
いる。

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内の青尐年 区内18地区の青尐年健全育成地区委員
会に対し、青尐年健全育成事業、地域社
会環境浄化事業を委託している。

委託
区内18地区
事業数　300
参加人数 210,000人

委託
区内18地区
事業数　327
参加人数 320,068人

【計画どおり進捗】 委託
区内18地区
事業数　330
参加人数　325,000人

【計画どおり達成】
事業数、参加者数ともに計画値を上
回り活発な活動が行われた。

区立小・中学校に在
籍する児童・生徒

体験を通して学ぶこと、体験から知識への
好奇心を育むことを目的として、中学校全
校で職場体験学習を実施する。小学校で
は身近な地域の体験学習を行う。

継続 継続 【計画どおり進捗】 全中学校23校
中学2年生全生徒を対象

【計画どおり達成】
毎年、区内小中学校で継続的に実
施しており、計画どおり進捗している
と評価した。

中学校1年生＇学校に
よっては2年生（

地域産業学習パンフレット「探検！発見！
いたばしの産業」を作成し、区立中学校全
校＇１年生の全生徒分（に配付し、中学生
の区内産業の理解促進と、職場体験、職
場訪問に活用する。

事業終了 事業終了 【事業終了】 ― 【事業終了】
事業の目的・利用状況を検討した
結果、平成23年度の実施を以って
事業を終了した。

区内小・中学校、保
育園、児童館、福祉
施設

都市農業についての理解と農業者との交
流を図ることを目的として、じゃがいもの収
穫体験など、普段農業を体験する機会が
殆どない子どもたちに農業体験の機会を
提供する。

継続
参加者数
）とうもろこしの収穫
　　988人

【計画どおり進捗】
農業を体験する機会が尐ない子ど
もたちに、体験の機会を設けること
で農業に対する理解を深めることに
寄与している。

継続 【計画どおり達成】
農業を体験する機会が尐ない子ど
もたちに、体験の機会を設けること
で農業に対する理解を深めることに
寄与している。

児童 障がい者との交流の機会を通して自主的
な福祉活動を促進する。

検討結果に基づく事業実施 福祉体験講習会の開催
50回開催　5743人参加
ふれあいコンサート1回　200人

【計画どおり進捗】 福祉体験22回
区民交流 1回

【計画どおり達成】
障がい者当事者を講師とし、各地域
で実施することによりノーマライゼー
ションの促進を図った。継続的かつ
定期的に実施されているため地域
に根差したものになっている。

在宅で乳幼児を子育
てしている保護者及
びその乳幼児

大学との協働により、その特色を活かし、
「まなび」をテーマとした各種講座、大学教
職員との育児相談、学生の企画によるイ
ベント、近隣の小・中学校生や高齢者との
交流、父親向けサロン、リフレッシュ保育な
ど実施する。

１か所で継続実施 1か所
年間16,557人利用

【計画どおり進捗】
大学の特色を活かした講座を実施
していること等で森のサロンの認知
度が広がり、利用者数は近年増加
傾向にある。

１か所で継続実施 【計画どおり達成】
大学の特色を活かした講座を実施
していること等で森のサロンの認知
度が広がり、利用者数は年々増加し
た。

小・中学生 学校の教育活動等を支援するために、学
校が求める支援活動と地域の人材をつな
ぐ役割を担う地域コーディネーターを配置
し、地域のボランティア＇学校支援ボラン
ティア（が各種の支援活動に参加できる仕
組みを学校区単位でつくる。

拡大 拡大
26校で実施

【計画どおり進捗】 実施校　　36校 【計画どおり達成】
実施校を拡大し、継続的に実施して
いる。

小学生 ICTを活用したいきいき寺子屋事業支援

年間30件

【計画どおり達成】
計画どおり実施し、事業の目的を果
たしていると評価できる。

【（４）学校教育の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

児童 ノ-マライゼーション理念に基づく教育活
動の推進

総合的な学習の時間で実施 総合的な学習の時間で実施
小中学校、高校　22校
延べ34校
延べ2,803人

【計画どおり進捗】 　小・中学校の総合的な学習の時
間、及び高校等で、ノーマライゼー
ションの理解を深める教育活動を行
う。

【計画どおり達成】
事業実績及び継続して事業を実施
したことから、計画どおり進捗してい
ると評価した。

区立小・中学校教職
員

パソコンを使って授業ができる教員を増や
す研修を実施する。

継続 継続 【計画どおり進捗】 ・情報教育担当者研修　年2回
・ＩＣＴ機器の効果的な活用について
の実践研修　年20回

【計画どおり達成】
教育支援センター開設に伴い、研
修内容の充実を図っていることか
ら、計画どおり進捗していると評価し
た。

3-(3)-⑮

地域産業への理解促進
職場体験学習（小中学生向け
インターンシップ）の関連事業

産業振興課

3-(3)-⑯

農業体験学習

赤塚支所

3-(3)-⑰

自主的福祉活動のきっかけづ
くり

障がい者福祉課

3-(3)-⑱

大学との協働による地域子育
て支援拠点事業「森のサロン」

子ども家庭支援センター

3-(3)-⑲

学校支援地域本部事業

学校地域連携担当課

3-(3)-⑳

■ジュニアIT学習支援

生涯学習課

3-(3)-⑬

青尐年健全育成・地域社会環
境浄化事業

生涯学習課

3-(3)-⑭

職場体験学習（小中学生向け
インターンシップ）

指導室
産業振興課

事業番号・事業名・所管課

3-(4)-①

福祉教育

障がい者福祉課
指導室

3-(4)-②

ＩＴ教育の推進
教育支援センター

平成27年度新規追加事業

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区立幼稚園、小・中
学校に在籍する児
童・生徒

社会教育会館のIT学習室のスタッフがパ
ソコンを使用する授業の支援を行う。

幼稚園1園・小学校10校
全90回
延べ2,800名

幼稚園1園・小学校4校
全56回
延べ1,669人

【概ね計画どおり進捗】 幼稚園1園・小学校5校
全65回
延べ2,000人

【概ね計画どおり達成】
事業実績から概ね計画どおり目標
を達成したと評価した。

区立小・中学校に在
籍する児童・生徒

小・中学校全校に「外国人による英語指導
補助員＇ＡＬＴ（」を配置する。
各国の文化や生活に触れる機会をつく
る。

中学校ALT  36回
小学校
1～4年 4回
5～6年 17回

中学校ALT  36回
小学校ALT
・1～4年 　4回
・5～6年  17回

【計画どおり進捗】
ＡＬＴの小中全校派遣など、拡充に
努めており、計画どおり進捗してい
ると評価した。

中学校ＡＬＴ  36回
小学校ＡＬＴ
・1～4年　　4回
・5～6年 　17回

【計画どおり進捗】
ＡＬＴの小中全校派遣など、拡充に
努めており、計画どおり進捗してい
ると評価した。

保育園・学校・地域・
事業者等

「環境の保全のための意欲の増進及び環
境教育の推進に関する法律」に基づき、
平成18年度に策定した「板橋区環境教育
推進プラン」に掲げた環境教育を計画的・
体系的に推進する。

継続 継続 【計画どおり進捗】
指導者向け環境教育ハンドブックの
追録や、児童・生徒向けの副読本の
改訂など、環境教育教材の充実が
図られている。

環境教育カリキュラムに基づいた環
境学習における保幼小中の連携を
図る。
78校園で実施。
区立・私立保育園及び私立幼稚園
についても実施を依頼。
環境ｶﾘｷｭﾗﾑ部会・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ部会を
開催。
保幼小中学校における一貫性を持

【計画どおり達成】
保幼小中学一貫のカリキュラム・プロ
グラムの充実が図られ、保育・教育
の現場への普及が進んでいる。ま
た、「環境教育推進プラン」の目標
値達成に向けた取組も概ね順調に
推移している。

区立保育園 環境教育の一環として、植物で園舎を覆う
「緑のカーテン」を地域の協力を得て実施
する。

継続 継続 【計画どおり進捗】
希望する園に資材・苗等の提供を
行い、全園で取り組んでいる。

区立保育園全園で実施 【計画どおり達成】
緑のカーテンの取り組みが全園に
普及したことにより、計画どおり達成
と評価した。

区立小・中学校 環境教育の一環として、植物で校舎を覆う
「緑のカーテン」を地域の協力を得て実施
する。

区立小中学校72校で実施
 小学校　51校
 中学校　21校
＇29年度より全校実施（

区立小・中学校71校で実施
 小学校　50校＇大山小廃校により１
校減)
 中学校　21校
＇平成29年度より全校実施（

【計画どおり進捗】
計画どおり、小・中学校71校で実施
した。なお、大規模改修実施校では
同規模では実施できないため、残り
4校についても既存施設で可能な範
囲で実施しており、実際には区立
小・中学校全校で環境学習に取り
組んでいる。

区立小・中学校71校で実施
 小学校　50校
 中学校　21校
施設整備が終了した上記校のほ
か、残り4校についても既存施設で
可能な範囲で実施していく。

【計画どおり達成】
全75校中71校において施設整備が
終了し、事業実施しているほか、残
り4校についても既存施設で可能な
範囲で実施しており、実際には区立
小中学校全校で環境学習に取り組
んでいる。また、大規模改修工事等
に合わせて計画どおり、残り4校の
施設整備を進めていく。

小・中学校等 小中学校等への環境に関わる出前事業
の実施

継続 継続
130回　6,975人

【計画どおり進捗】
教育委員会と連携し事業を実施し
ている。小・中学校等への出前事業
実施について周知を行い、講座の
要望を随時受け入れている。

区立小・中学校等で実施 【計画どおり達成】
小中学校等での環境教育の進捗状
況、実施回数・参加人数から計画ど
おり進捗と評価した。

小・中学校全校、天
津わかしお学校

学校運営に関して地域、保護者などから
幅広く意見を求め、地域との連携をより強
化した特色ある学校づくりを進める。

全小中学校で実施
原則学期に１度開催

継続 【計画どおり進捗】 全小・中学校、公立幼稚園で実施
年間3回開催

【計画どおり達成】
地域との連携の下、特色ある学校づ
くりに取り組んでおり、計画どおり進
捗していると評価した。

区立小・中学校に在
籍する児童・生徒

体験を通して学ぶこと、体験から知識への
好奇心を育むことを目的として、中学校全
校で職場体験学習を実施する。小学校で
は身近な地域の体験学習を行う。

継続 継続 【計画どおり進捗】 全中学校23校
中学2年生全生徒を対象

【計画どおり達成】
毎年、区内小中学校で継続的に実
施しており、計画どおり進捗している
と評価した。

小学3年生から6年生 転地療養(寄宿生活)により、ぜん息、肥
満、虚弱、偏食などから児童の健康の回
復を図る。

延児童数
＇年間（55人

延児童数
＇年間（41人

【計画どおり進捗】
「自立活動」の授業や豊かな自然の
中での体験活動などを通して、児童
の健康回復に寄与した。

希望する児童について体験・面接・
協議を経て、入学を認める。

【計画どおり達成】
事業を通して児童の健康回復に寄
与することができた。見学希望者等
は増加しており、関心は高まってい
ると評価している。今後の学校運営
については、あり方検討会を開催
し、検討を行っている。

区内在住の幼稚園、
小・中学校、高校に
通う子どもと保護者

いじめ、思春期の子どもへの対応や学校
生活上の悩み、不安の相談、疑問、不満
及び苦情に対し、各機関と連携して対応
する。
教育相談所の来所相談、電話相談や指
導主事による来室、電話での相談を行う。

スクールカウンセラーや心理士
などとの連携の充実

スクールカウンセラーや心理士など
との連携の充実

【計画どおり進捗】 教育相談の実施
相談回数　延べ7,500回

【計画どおり達成】
学校と連携しながら教育相談機能
の充実を図れた。なお、教育支援セ
ンターへの統合により、蓮根相談所
は廃止とした。

3-(4)-③

ＩＴ教育の推進のための支援

生涯学習課

3-(4)-④

国際理解教育の推進

指導室

3-(4)-⑤

環境教育の推進

保育サービス課
環境課
環境戦略担当課長
教育総務課
指導室

事業番号・事業名・所管課

3-(4)-⑥

学校運営連絡協議会

指導室

3-(4)-⑦［再掲］

職場体験学習（小中学生向け
インターンシップ）

指導室
産業振興課

3-(4)-⑧［再掲］

天津わかしお学校の運営

学務課

3-(4)-⑨［再掲］

教育相談の充実

教育支援センター
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区立小・中学校に在
籍する児童・生徒のう
ち年間30日以上の不
登校日数がある児
童・生徒

様々な要因や背景を抱え、不登校に陥る
児童生徒に対して、学校や保護者・地域
等の協力を得て、不登校の改善を図る。

不登校出現率
　小学校0.30
　中学校2.83

不登校出現率
　小学校0.42％
　中学校3.29％

【計画どおり進捗】 不登校出現率
小学校0.30％以下
中学校2.83％以下

【計画どおり達成】
不登校対策委員会を計画どおり実
施し、リーフレット等啓発資料を作成
した。

区立全校＇園（ 平成19～21年度の幼小中連携教育モデ
ル事業における研究成果を区内全校＇園（
で活用する。

全校で幼・保・小・中連携教育を
推進

全校で幼・保・小・中連携教育を推
進

【計画どおり進捗】 全校で幼・保・小・中連携教育を推
進

【計画どおり達成】
毎年、全校園で継続的に実施して
おり、計画どおり進捗していると評価
した。

区立幼稚園、小・中学
校の教員と関係諸機
関の職員

幼稚園・小中学校の教員と関係諸機関の
職員で構成するプロジェクトチームを立ち
上げ、連携教育の視点から有効な対応策
を検討し実施する。

実施 実施 【計画どおり進捗】 年間3回の委員会を実施し、対応策
の有効性や実効性について検討す
る。

【計画どおり達成】
不登校対策委員会を計画どおり実
施している。

区立小学5年生、中
学2年生

区独自の学習到達度調査を実施し、教育
課程改善の資料とする。フィードバック教
材の整備を行い、単元ごとにいつでも戻
れるプリント学習を実施する。

小学校4～6年生、中学校1・2年
生で学習ふりかえり調査を実
施。10月に全校で検証調査も実
施

小学校4～6年生、中学校1・2年生
で学習ふりかえり調査を実施。10月
に全校で検証調査も実施

【計画どおり進捗】 小・中学校75校、天津わかしお学校
で実施
　対象学年
　小学校4～6年生、
　中学校1・2年生
調査実施回数
年間2回

【計画どおり達成】
全校で計画的にフィードバック学習
体制の構築を進め、計画どおり進捗
した。

区立小・中学校 ① コア サイエンス ティーチャー＇CST（事
業
CST…お茶の水女子大学と東京都が協同
で行う4か年計画の理科の中核教員育成
事業を本区において展開
② 理科学習の教材・教具の整備
理科教材を整備し、観察・実験の充実を
図る。

①小学校教員の理科指導力向
上
②理科学習における観察・実験
活動の充実

①小学校教員の理科指導力向上
②理科学習における観察・実験活
動の充実

【計画どおり進捗】 ①【小学校教員の理科指導力向上】
区理科部の教員を講師とした実験
研修会3回実施
②【理科学習における観察・実験活
動の充実】
全小中学校において、学校配当予
算による教材・教具の整備を行い、
理科の授業を充実を図る。

【計画どおり達成】
理科実験研修会の実施や備品の整
備を計画的に進めている。

区民、教員 板橋区の子どもたちの学力向上と特別支
援教育充実を図るため教育支援センター
の設立に向けた機能の検討を行うととも
に、実現可能な機能の整備を順次進めて
いく。

教育支援センターの運営準備 教育支援センターの運営準備 【計画どおり進捗】 終了
＇平成27年4月開設（

【事業終了】
研究・研修・相談の機能を充実さ
せ、子どもの豊かな学びと育ちを支
援する教育支援センターを開設し
た。

＇１（マネジメント研修の実施 ＇1（それぞれの職層における人
材育成を中心としたマネジメント
能力に重点化した研修の実施

＇1（それぞれの職層における人材育
成を中心としたマネジメント能力に
重点化した研修の実施

【計画どおり進捗】 区立幼稚園・小中学校教員1,700人

開催回数20回

【計画どおり達成】
校長、副校長、主幹教諭研修会を
計画的に進めている。

＇２（ICT教育充実のための教員研修実施 ＇2（ソフトの習熟に関する内容の
研修から、実際の授業におけるＩ
Ｔ機器の活用に関する内容の研
修へと重点を移行

＇2（ソフトの習熟に関する内容の研
修から、実際の授業におけるＩCＴ機
器の活用に関する内容の研修へと
重点を移行

【計画どおり進捗】 ・情報教育担当者研修 年2回
・ＩＣＴ機器の効果的な活用について
の実践研修  年20回

【計画どおり達成】
新たにＩＣＴ活用研修を設定して進
めている。

＇３（環境教育研修の実施 ＇3（「環境教育についての活動
を学ぶ」ことから「環境教育のカリ
キュラムを構想・実施する」資質・
能力を育成する内容への移行

＇3（「環境教育についての活動を学
ぶ」ことから「環境教育のカリキュラム
を構想・実施する」資質・能力を育
成する内容への移行

【計画どおり進捗】 ・環境教育テキスト「未来へ」＇改訂
版（を区立小学校52校、中学校23
校、天津わかしお学校に配布。
・環境教育研修会5回開催

【計画どおり達成】
エコポリスセンターや東京家政大学
と連携し研修会を計画的に進めて
いる。

＇４（その他各種研修の実施 ＇4（幼小中連携教育を効果的に
推進するための異校種理解や
キャリア教育研修、小学校の教
員を対象とした英語教育研修の
実施

＇4（幼小中連携教育を効果的に推
進するための他の学校への理解促
進やキャリア教育研修、小学校の教
員を対象とした英語教育研修の実
施

【計画どおり進捗】 区立幼稚園・小中学校教員1,700人

開催研修24回

【計画どおり達成】
これまでの研修会の改善とともに今
日的な教育課題を踏まえた新たな
研修会を計画的に進めている。

区立幼稚園、小・中
学校

全教科・領域で小・中学校が連携した指
導計画を作成し、学力定着を図る。

継続 見直し、改訂 【概ね計画どおり進捗】 指導計画活用の推進 【概ね計画どおり達成】
指導計画が完成し、活用を進めて
いることから、概ね計画どおり進捗し
たと評価した。

区立小・中学校 尐人数学習など新たな学習形態や情報
教育、環境教育、安全確保そして地域連
携等に対応するため老朽化の著しい区立
学校の改築を行う。

継続 継続 【計画どおり進捗】
計画的に学校改築が進められてい
ることから、計画どおり進捗している
と評価した。

工事：中台中、志村四小＇児童増に
伴う増築工事（、金沢小＇児童増に
伴う増築設計（

【計画どおり達成】
計画的に学校改築が進められてい
ることから、計画どおり達成している
と評価した。

3-(4)-⑯

課題別研修の充実

教育支援センター

区立小・中学校教
員、幼稚園教諭

3-(4)-⑰

板橋区版指導計画の作成

指導室

3-(4)-⑱

学校改築

新しい学校づくり課

3-(4)-⑩

不登校対策の充実

指導室

3-(4)-⑪

保幼小中連携教育の推進

指導室

3-(4)-⑫

幼小中連携教育の視点からの
不登校対策プロジェクトチーム

指導室

3-(4)-⑬

確かな学力を定着させるフィー
ドバック学習方式の整備

指導室

3-(4)-⑭

科学教育の充実

指導室

3-(4)-⑮

教育支援センターの整備・推
進

指導室

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区立小・中学校 学校施設補修の効果性を高めるとともに、
建物の延命化を図るため大規模改修を行
う。

継続 継続 【計画どおり進捗】
計画的に学校改修が進められてい
ることから、計画どおり進捗している
と評価した。

工事：下赤小、志村五小、
        上板四小、西台中

【概ね計画どおり達成】
平成25年度以降の大規模改修につ
いて、経費削減と改修校数の加速
化を目的とした、大規模改修のあり
方に関する検討会を実施し、計画
等の見直しを行なったため、概ね計
画とおり達成と評価した。

区立小・中学校 耐震診断に基づき補強が必要とされた学
校施設の工事を推進する。
平成22年度までにすべての学校の耐震
化に着手する。

全校の耐震補強工事が完了予
定

全校の耐震補強工事が完了予定 【計画どおり進捗】
計画的に学校施設の耐震化が進め
られていることから、計画どおり達成
していると評価した。

完了済み 【計画どおり達成】
計画的に学校施設の耐震化が進め
られていることから、計画どおり進捗
していると評価した。

児童 障がい者との交流の機会を通して自主的
な福祉活動を促進する。

検討結果に基づく事業実施 福祉体験講習会の開催
50回開催　5743人参加
ふれあいコンサート1回　200人

【計画どおり進捗】 福祉体験22回
区民交流 1回

【計画どおり達成】
障がい者当事者を講師とし、各地域
で実施することによりノーマライゼー
ションの促進を図った。継続的かつ
定期的に実施されているため地域
に根差したものになっている。

区立小・中学校 「将来の学校に求められる機能や設備」と
「将来にわたり集団としての教育機能が最
大限に発揮される規模」を備えた学校施
設を整備する。

施設整備を検討する学校グループ
に協議会を設置し、または単独で改
築について調査・検討する。

【計画どおり達成】
魅力あるプランに基づき進捗してい
るため、計画どおり達成していると評
価した。

区立小・中学校、特
別支援学校

学校施設の体育館と武道場における吊り
天井等の非構造部材について、点検・調
査を行い、必要に応じて対策を実施する。

吊り天井の撤去・耐震化対策の完
了、その他非構造部材耐震化対策
の一部完了
工事実施予定校数
小学校＇体育館（　11校＇2（
特別支援学校＇体育館（　1校＇0（
中学校＇体育館（　19校＇7（
中学校＇武道場（　16校＇16（
延べ47校＇25（

【計画どおり達成】
平成27年度までに吊り天井が有る
体育館、武道場については、耐震
工事が完了することから、計画どお
り達成と評価した。

【（５）特別支援教育の推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

障がいのある児童・生
徒

障がいのある児童・生徒の特別な教育
ニーズに対応できる教育施設を整備す
る。

平成26年4月1日
特別支援学級＇情緒（を小学校
に開設＇1校（

平成26年4月1日
特別支援学級＇情緒（を小学校に開
設＇1校（

【計画どおり進捗】
計画どおりに特別支援学級を開設
した。

平成27年度からの新規計画に沿っ
て、特別支援学級の開設準備を行
う。

【計画どおり達成】
計画に沿って特別支援学級を開設
した。

小・中学校要請校及
び特別支援学級設置
校

特別支援学級や通常の学級に通う障がい
のある子どもたちの指導への補助を行う。

56名
小学校　20校
中学校　11校

56人
小学校　20校
中学校　11校

【計画どおり進捗】
配置を希望する小・中学校に確実
に配置した。

配置希望に応じて、基準に沿って、
配置する。

【計画どおり達成】
介添員の希望に対し、施設訪問等
の状況確認の上、基準に沿って配
置した。

区内在住の幼稚園、
小・中学校、高校に
通う子どもと保護者

いじめ、思春期の子どもへの対応や学校
生活上の悩み、不安の相談、疑問、不満
及び苦情に対し、各機関と連携して対応
する。
教育相談所の来所相談、電話相談や指
導主事による来室、電話での相談を行う。

スクールカウンセラーや心理士
などとの連携の充実

スクールカウンセラーや心理士など
との連携の充実

【計画どおり進捗】 教育相談の実施
相談回数　延べ7,500回

【計画どおり達成】
学校と連携しながら教育相談機能
の充実を図れた。なお、教育支援セ
ンターへの統合により、蓮根相談所
は廃止とした。

障がい児 心身障がい児の地域生活を豊かなものに
する活動に対する支援事業

計21グループ 計16グループ 【概ね計画どおり進捗】 計17グループ 【概ね計画どおり達成】
グループ数、その活動回数ともに概
ね計画どおり実施し、障がい児の余
暇と豊かな生活に寄与した。

区立幼稚園及び小・
中学校の担任

通常学級に在籍する特別な支援が必要な
幼児・児童・生徒に対する担任及び特別
支援コーディネーターへの助言・指導を行
い、学級経営を強化する。

継続 継続 【計画どおり進捗】
希望する小・中学校に配置した。

継続
＇希望する小・中学校に対して派遣
する（

【計画どおり達成】
配置した小・中学校で、担任や他の
教員への助言や提案を行い、支援
の対象となる児童・生徒の計画を策
定した。

3-(5)-④

障がい児余暇活動支援事業

障がい者福祉課

3-(5)-⑤

巡回指導講師

指導室

3-(4)-21 ［再掲］

自主的福祉活動のきっかけづ
くり

障がい者福祉課

3-(4)-22

■いたばし魅力ある学校づくり
プラン

新しい学校づくり課
学校配置調整担当課

3-(4)-23

■学校施設の非構造部材耐
震化

新しい学校づくり課

3-(5)-①

特別支援教育対応施設の充
実

指導室

3-(5)-②

特別支援教育介添員の配置

指導室

3-(5)-③［再掲］

教育相談の充実

教育支援センター

3-(4)-⑲

大規模改修

新しい学校づくり課

3-(4)-⑳

学校施設の耐震補強工事

新しい学校づくり課

事業番号・事業名・所管課

平成27年度新規追加事業

平成27年度新規追加事業

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区立幼稚園、小・中
学校教員及び対象と
なる児童の保護者

幼稚園、小・中学校において特別な支援
を要する幼児、児童・生徒に対し、緊急
的・集中的に学校を訪問し、必要に応じた
面談や計画の助言・指導を行い、課題の
解決を行う。併せて、就学相談における相
談事業の充実を図る。

継続 継続 【計画どおり進捗】
派遣の希望がある学校から申請を
受け、日程調整の上で、訪問した。

継続
＇希望する小・中学校に対して派遣
する（

【計画どおり達成】
巡回指導講師と連携した特別な支
援を要する児童・生徒への学校支
援を行うことができた。

【（６）体験・交流等による社会性の育成】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

中学生、高校生 地域の中学校・高校の家庭科、保育・家
庭の授業を幼稚園で実施する。また、中
学生・高校生の職場体験、高校生の保育
ボランティア受け入れを行う。

保育体験学習
450日＇1,100人（
ボランティア
400日＇730人（

区立保育園全園で実施
保育体験学習
349日＇743人（
ボランティア
413日＇553人（

【概ね計画どおり進捗】
ボランティアの日数は計画を超えた
ものの、体験学習及びボランティア
の人数は目標に届かなかったため、
概ね計画どおり進捗していると評価
した。

区立保育園全園で実施 【計画どおり達成】
実績及び継続して実施することによ
り事業の目的を果たしていることか
ら、計画どおり達成していると評価し
た。

高校生 高校生に、赤ちゃんを抱っこする体験を通
して、母性、父性を育成し、命の大切さを
感じてもらうとともに、子育ての重要性や子
育て支援について学ぶ機会を設ける。

学校との連携により実施 板橋健康福祉センター
＇3日制（43人
高島平健康福祉センター
＇3日制（84人

【計画どおり進捗】
命の重さや自分の健康を守る大切
さを伝えることができた。若者に着実
に伝えていくことが大切であり、引き
続き事業を行っていく。

学校との連携により実施 【計画どおり達成】
命の重さや自分の健康を守る大切
さを伝えることができた。若者に着実
に伝えていくことが大切であり、引き
続き事業を行っていく。

中学生 中学生が地域の児童館を利用し乳幼児
親子とのふれあい体験をする。また、育児
中の親と中学生が、恋愛、結婚、出産から
子育てについての意見交換をし、世代間
の交流と将来の親育ちを図る。

児童館で実施
＇拡大（

38児童館で実施
参加生徒数　338人
実施回数　52回
参加中学校数　28校＇延べ（

【計画どおり進捗】
希望者がいないため実施できない
館があるが、中学校への募集は全
児童館で実施しており、参加生徒数
も増加しているため、計画どおり進
捗していると評価する。

全児童館で実施 【計画どおり達成】
多くの中学生の参加しており、幼児
とのふれあい育児体験を通じた社
会性の醸成に役立ったと判断し、計
画どおり達成したと評価する。

中学生 児童館で実施する中学生ボランティアの
育成事業を充実させ、学校との連携を図
り、中学生のボランティア活動を支援す
る。

児童館で実施 6児童館で実施
延参加生徒数　1,211人
実施回数　72回
参加校数　9校

【計画どおり進捗】
実施している館は尐ないが、地域団
体、一般ボランティアの協力を得な
がら運営し、参加人数は増加傾向
である。計画どおりに進捗していると
評価する。

実施児童館の拡大を検討 【計画どおり達成】
近隣校との連携により、参加生徒数
は年々増加しているため、計画どお
り達成したと評価する。

小学生 小学生が美術に親しみ、豊かな感性を育
んでもらおうと、希望校を募り展示会の会
期中に鑑賞教室を開催する。

協力校　25校
2,000人

協力校　11校
参加人数  770人

【計画の見直し・繰り延べ】
美術館の運営体制から事業規模の
拡大を図ることができず目標に至ら
なかった。

協力校　　　　25校
参加人数　2,000人

【計画の未達成】
美術館の運営体制から事業規模を
拡大することができず、目標事業量
を達成することができなかった。

区立小学校 区内の民俗芸能を公開することで、ふるさ
と意識・文化の大切さを育む。

小学校1校で実施＇年間（ 板橋第九小学校
平成26年12月19日
全学年＇6クラス90人（
出演団体
・徳丸北野神社獅子舞保存会
・大門餅つき保存会

【計画どおり進捗】 中学校1校で実施＇年間（ 【計画どおり達成】
継続的に事業展開が図られている
ことから、計画どおり進捗していると
評価した。

区立小学校5校の3年
生又は4年生

民俗芸能が伝承されている地域における
小学生を対象に、伝統文化への理解と郷
土芸能の伝承・後継者確保に資すること
を目的に、地元の民俗芸能保存団体が講
師となって、体験学習を行う。

区立小学校5校で実施＇年間（ ・北野小学校　3年生100人
神田流神明囃子保存会
徳丸四ツ竹踊り保存会
・紅梅小学校　4年生114人
徳丸北野神社田遊び保存会
・三園小学校　3年生90人
成増里神楽保存会
・徳丸小学校　4年生88人
里神楽相模流萩原正義社中
・成増ヶ丘小学校 　3年生114人
成増里神楽保存会
・赤塚新町小学校　3･4年・支援93人
神田流神明囃子保存会
大門四ツ竹踊り保存会

【計画どおり進捗】 区立小学校6校で実施
＇年間（

【計画どおり達成】
継続的に事業展開が図られている
ことより、計画どおり進捗していると
評価した。

小・中学生、高校生、
区民

冬期を除き、月に2～3回土曜日に実施。
赤塚地域の民俗伝承事業ほか各種体験
事業を実施する。

継続 継続
11回
527人

【計画どおり進捗】
事業回数の増加によって、更に資
料館をＰＲすることができた。

12回 【計画どおり達成】
毎年計画どおり講座を開催すること
が出来、概ね好評を得ており、資料
館のＰＲにもつながっている。

3-(6)-④

児童館「中学生ボランティア活
動の支援事業」

子ども政策課

3-(6)-⑤

小学生美術鑑賞教室

文化・国際交流課

3-(6)-⑥［再掲］

郷土芸能のつどい

生涯学習課

3-(6)-⑦［再掲］

ふるさと文化伝承事業

生涯学習課

3-(6)-⑧［再掲］

赤塚ふるさと事業

文化・国際交流課

3-(5)-⑥

特別支援アドバイザー

指導室

3-(6)-①

中学・高校生の子育て体験事
業

指導室
保育サービス課

3-(6)-②

赤ちゃん抱っこ事業

健康福祉センター

3-(6)-③

児童館「中学生と乳幼児親子
のふれあい事業」

子ども政策課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区民＇主に小・中学
生（

広く科学に関する知識の普及・啓発を行
い、学校教育の充実を図る。

入館者数　220,000人 入館者数　216,339人 【計画どおり進捗】 入館者数　220,000人 【計画どおり達成】
毎年度、入館者数は前年度より増
加しており、計画どおり進捗している
と評価する。

小学生以上の方＇中
学生以下は保護者同
伴（

自然の中での集団生活・野外活動を通し
て、自然の尊さを体験し、また、グループ
の協力・助け合いの精神を培うために自
然教室を開催する。

継続 継続 【概ね計画どおり進捗】
台風の影響で参加人数が減尐し
た。

現地ならではの自然体験ができる
内容を企画し実施する。
定員　40人

【計画どおり達成】
事業内容の見直しにより24年度以
降は継続して実施しており、計画ど
おり達成としたと評価した。

区民 絵本館に所蔵する世界各国の絵本＇約
25,000冊（を所蔵・展示・活用するとともに
絵本館の魅力を広く発信する。

継続
入館者数
6,000人

継続
入館者数　6,373人

【計画どおり進捗】 入館者数　6,500人 【計画どおり達成】
入館者数が目標に達したため計画
どおり達成と評価した。今後は館内
の施設整備を含めた魅力アップが
必要となる。

区立小・中学校に在
籍する児童・生徒

体験を通して学ぶこと、体験から知識への
好奇心を育むことを目的として、中学校全
校で職場体験学習を実施する。小学校で
は身近な地域の体験学習を行う。

継続 継続 【計画どおり進捗】 全中学校23校
中学2年生全生徒を対象

【計画どおり達成】
毎年、区内小中学校で継続的に実
施しており、計画どおり進捗している
と評価した。

中学校1年生＇学校に
よっては2年生（

地域産業学習パンフレット「探検！発見！
いたばしの産業」を作成し、区立中学校全
校＇１年生の全生徒分（に配付し、中学生
の区内産業の理解促進と、職場体験、職
場訪問に活用する。

事業終了 事業終了 【事業終了】 ― 【事業終了】
事業の目的・利用状況を検討した
結果、平成23年度の実施を以って
事業を終了した。

区内の青尐年 区内18地区の青尐年健全育成地区委員
会に対し、青尐年健全育成事業、地域社
会環境浄化事業を委託している。

委託
区内18地区
事業数　300
参加人数 210,000人

委託
区内18地区
事業数　327
参加人数 320,068人

【計画どおり進捗】 委託
区内18地区
事業数　330
参加人数　325,000人

【計画どおり達成】
事業数、参加者数ともに計画値を上
回り活発な活動が行われた。

一般＇主に小・中学
生（

環境・リサイクルに関わる学習、啓発事業
を推進する。

入館者数
200,000人／年

入館者数
143,111人／年

【概ね計画どおり進捗】
計画値に対して72％の達成状況と
なった。新展示の設置に向けた館
内工事による影響等があると思われ
る。

入館者数
145,000人／年
設備関係改修予定

【概ね計画どおり達成】
入館者に対し環境・リサイクルに関
する啓発を実施した。平成24年度に
指定管理者制度を導入し同年の展
示設備の入替えの為に設備等の撤
去を行い、検討・調整を進め平成26
年度末に展示什器を導入した。

児童・生徒及び保護
者

読書啓発のための講演会や、読書感想文
コンクールを実施する。

年18回実施 講演会等
年20回実施
参加者968人

【計画どおり進捗】
読書活動につながる講演内容を企
画し、子どもに新しい興味の世界に
触れる機会を創出している。

読書感想文コンクール

各館における啓発事業
11館×年12回

【計画どおり達成】
子どもやその家族に対する読書機
会を提供する場として重要であり今
後も内容を充実させ発展させてい
く。

乳幼児・児童・生徒 図書館・地域センター・児童館・学校図書
館・あいキッズ等で、ボランティアによるお
話会を実施する。

継続 49か所で実施
お話会1,793回
37,357人

【計画を超えて進捗】
定例のお話会、乳幼児向けお話会
も利用者に定着しており、今後も継
続して注力していく。

23か所で実施 【計画を超えて達成】
長く親しまれてきた事業であり、乳幼
児向けのお話会などの充実も含め
て継続していく。

読書活動ボランティア
希望者

地域の読書活動ボランティアを育成する
ため、朗読講習会や司書業務の講義を開
催する。

継続 ボランティア育成403人
＇講演会参加者（

【計画どおり進捗】
内容を工夫し、具体的なスキルアッ
プにつながる講習会を実施した。

講習会年5回 【計画どおり達成】
計画どおり事業を実施できたが、ボ
ランティア全体のスキルアップを図る
とともに、活動場所の開拓が重要課
題となっている。

3歳から小学生までの
児童とその保護者

絵本作家、アーティスト、デザイナーなど、
さまざまなジャンルで活躍する講師を迎
え、親子で楽しく造形あそびをする。

年間　14回
人数　340人

【計画どおり進捗】
申込開始初日にほぼ定員に達する
人気事業であり、計画どおり達成し
たと評価できる。利用者に定着して
おり、今後も継続して注力していく。

3-(6)-⑯

読書啓発事業

中央図書館

3-(6)-⑰

お話会

中央図書館

3-(6)-⑱

読書活動ボランティアの育成

中央図書館

3-(6)-⑲

■ひよこ・たぬきアトリエ

文化・国際交流課

3-(6)-⑩［再掲］

八ヶ岳自然教室

生涯学習課

3-(6)-⑪［再掲］

いたばしボローニャ子ども絵本
館事業

中央図書館

3-(6)-⑫［再掲］

職場体験学習（小中学生向け
インターンシップ）

指導室
産業振興課

3-(6)-⑬［再掲］

地域産業への理解促進
職場体験学習（小中学生向け
インターシップ）の関連事業

産業振興課

3-(6)-⑭［再掲］

青尐年健全育成・地域社会環
境浄化事業

生涯学習課

3-(6)-⑮

エコポリスセンター事業

環境課

3-(6)-⑨［再掲］

教育科学館事業

生涯学習課

事業番号・事業名・所管課

平成27年度新規追加事業
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【（７）スポーツ活動の推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

小・中学生ほか スポーツを通じて、ルールを守ることの大
切さを学び、さらに交流を深め、青尐年の
健全育成を図る。

8事業 10事業　　1. いたばしウォークラリー
大会…175人  2. サッカー大会…
125チーム＇1,957人（　3. 剣道開放
事業 4. 区民ドッジボール大会…28
チーム＇395人（ 5. 区民体育大会…
32種目＇16,864人（ 6. レスリング教
室…31人　　7.バスケット教室…62
人　8.フリースタイルフットボール教
室…81人　9.サッカー教室…116人
10.スイムクリニック…81人

【計画を超えて進捗】 7事業
1. いたばしウォークラリー大会
2. 尐年尐女サッカー選手権大会
3. 剣道開放事業
4. 区民ドッジボール大会
5. 区民体育大会
6. レスリング教室
7.バスケット教室

【計画を超えて達成】
親子で歩きながら楽しめる野外活動
や、各種スポーツ教室等を通じて、
青尐年の健全育成を図ることができ
た。また、スポーツ大使やスポーツ
プロモーターを活用した事業,2020
年東京オリンピック・パラリンピック開
催の気運醸成を図る事業を実施す
ることができた。

区民 指定管理者による体育施設の管理運営と
事業運営の充実を図る。

600,000人 748,046人 【計画を超えて進捗】 第3期指定管理者再選定後の初年
度であり、応募時の新たな提案によ
る管理運営、事業運営を行う。
利用者前年度3％増を目指す。

【計画を超えて達成】
民間のノウハウを活かした事業展開
により、目標を超えた利用者数の増
を図ることができた。

スポーツ団体、文化
活動団体

小・中学校の校庭・体育館等をスポーツ・
文化活動の場として開放する。

継続 学校数75校
利用件数40,643件

【計画どおり進捗】 拡充 【計画どおり達成】
利用件数は減尐したが、区民にス
ポーツ・文化活動の場として使用さ
れており地域コミュニティーに寄与し
ている。なお、平成25年度に検討会
を立ち上げ、減額免除規定等につ
いて協議し、平成28年度からの使用
料徴収に向けて見直しを検討して
いる。

青尐年のスポーツ指
導者及び指導者とし
ての活動を希望する
者

指導者の資質の向上を図るため、スポー
ツ指導に必要な知識・技能について講習
会を開催する。＇全３回（

450人 409人
※内訳
1回目：　138人
2回目：　120人
3回目：　151人

【計画どおり進捗】 スポーツを通じた新たなテーマ・視
点で講習会を行い、青尐年の指
導、育成に活かせるよう実施する。

【計画どおり達成】
区内で活動しているスポーツ指導者
や、これから指導者を目指す方を対
象に、様々なテーマを取り上げなが
ら講習会を実施することができた。

区内の青尐年 区内18地区の青尐年健全育成地区委員
会に対し、青尐年健全育成事業、地域社
会環境浄化事業を委託している。

委託
区内18地区
事業数　300
参加人数 210,000人

委託
区内18地区
事業数　327
参加人数 320,068人

【計画どおり進捗】 委託
区内18地区
事業数　330
参加人数　325,000人

【計画どおり達成】
事業数、参加者数ともに計画値を上
回り活発な活動が行われた。

植村記念財団 自然への関心を高め、自然尊重への精神
を養い、人間性豊かな地域社会を形成す
る。

＇旧：植村記念財団への支援（

4事業 4事業 【計画どおり進捗】 4事業
1．植村冒険館の運営
2．植村直己の業績に関する資料等
の収集・保存及び展示公開
3．植村直己の業績及びこれに関す
る資料等の調査・研究
4．自然への関心を高めるための実
体験事業

【計画どおり達成】
計画どおりの事業を実施する財団
に対し継続的に支援を行い、自然
を大切にする豊かな心の醸成に寄
与した。

小・中学生ほか JOCとの連携及び区スポーツプロモー
ターの調整により事業を実施する。

オリンピック・パラリンピック競技大会
において帯同歴のある講師を中心
に、基礎トレーニング・栄養学・英会
話の３要素を取り入れた講座を実施
する。
日程：10月24日・31日
定員：30人
対象：国や都などが主催する大会に
出場し、オリンピックを目標に頑張っ
ている中学生

【計画どおり達成】
計画どおり実施し、事業の目的を果
たしていると評価できる。

小学生 北区と連携してスポーツ交流を図る。 2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会の成功に向けてジュ
ニア育成及び水泳競技の普及を図
るとともに、隣接する北区との交流を
深めることを目的として、板橋区・北
区交流小学生水泳記録会を開催す
る。
定員：各区100人
種目：バタ足＇初心者でも参加可（、
自由形、4人1組で参加するリレーな
ど

【計画どおり達成】
計画どおり実施し、事業の目的を果
たしていると評価できる。

3-(7)-③［再掲］

学校開放

学校地域連携担当課

3-(7)-④

青尐年スポーツ指導者講習会

スポーツ振興課

3-(7)-⑤［再掲］

青尐年健全育成・地域社会環
境浄化事業

生涯学習課

3-(7)-⑥

植村冒険館事業

スポーツ振興課

3-(7)-⑦

■JOC（公益財団法人日本オ
リンピック委員会）連携事業

スポーツ振興課

3-(7)-⑧

■板橋区・北区交流事業

スポーツ振興課

3-(7)-①

スポーツ競技大会等

スポーツ振興課

3-(7)-②

区立体育施設運営の充実

スポーツ振興課

事業番号・事業名・所管課

平成27年度新規追加事業

平成27年度新規追加事業
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４　子どもがのびのび育つまちづくり
【（１）子どもがのびのび遊べる公園づくり】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

―
区立公園・緑道の整備を進めるとともに、
公園不足地域の解消を図る。

未定 0か所
＇設計委託及び関係団体との協議・
調整を進めた。（

【計画どおり進捗】
翌年度の新設工事に向け設計委託
および関係団体との協議・調整を進
めていることから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

1か所 【計画どおり達成】
公園用地の確保が課題であった
が、新設公園の整備を５か所計画ど
おり達成した。

―
快適な都市空間の確保、防災機能の充実
など、公園に対する区民ニーズの変化に
対応するため、公園・緑道の改修整備を
進める。

未定 １か所 【計画どおり進捗】
「中間のまとめ」の後に設定した目
標の通りに公園の改修が進められ
ていることから、計画どおり進捗して
いると評価した。

0か所
＇平成26年度に策定した公園遊具
長寿命化計画に合わせて計画的に
改修する。（

【計画どおり達成】
ワークショップ等を通じ周辺住民の
声を取り入れ公園の改修が進めら
れていることから、計画どおり達成し
た。

幼児、小学生と保護
者

外遊び活動支援を目的とする東京家政大
学との協働事業として、板橋区平和公園
で開催。

＇旧事業名：遊びの達人養成講座（

テーマを設定した外遊びプログ
ラムを作成し、年3回開催。

「火」「竹」「アート」「段ボールハウス」
などをテーマにした外遊びプログラ
ムを作成し、試行する。
年3回開催

【概ね計画どおり進捗】
大学との協力連携に加えて、子育て
グループの協力を得ることができ、
地域の子どもの遊び環境整備への
関心が高まりつつある。

終了 【事業終了】
大学との協働事業に、子育て世代
の自主グループが協力するようにな
り、住民参加による地域の子どもの
遊び環境整備への取り組みに進展
させることができた。
なお、当初から予定していた取組期
間を終えたため、事業を終了した。

【（２）子育てバリアフリーの推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

高齢者、障がい者、
乳幼児を連れた方な
どを含む全ての区民

高齢者・障がい者・乳幼児を連れた方など
を含む全ての区民に対して、公共交通機
関等のバリアフリーに関する情報を提供す
る。

継続 継続 【計画どおり進捗】
赤ちゃんの駅の情報を含め、区民
にバリアフリー情報を提供する体制
を整えることができた。

更新、改訂版発行 【計画どおり達成】
赤ちゃんの駅の情報を含め、区民
にバリアフリー情報を提供する体制
を整えることができた。改訂版の発
行により、古くなった情報の更新が
でき、利便性を向上させることができ
た。

区民 公共施設の出入り口改善等のバリアフリー
化を促進する。

継続 継続 【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
バリアフリー総合計画後期重点施策
において、多くの事業が概ね達成
以上の評価となっており、一定の成
果をあげた。

区民 公園の公衆トイレ等の整備・改善を図る。 未定 2か所 【概ね計画どおり進捗】
今年度の工事に向け設計積算およ
び関係団体との協議・調整を進めた
が、1か所入札不調になった。

3か所 【計画どおり達成】
22年度事業については緊急経済対
策のため繰り延べた。26年度事業の
1か所については、入札不調になっ
た。それ以外は年3か所のバリアフ
リー化工事を計画どおり達成した。

乳幼児連れの保護者 乳幼児を子育て中の保護者の外出機会
を促進することを目的に、オムツ替え、授
乳、育児相談などで立ち寄ることができる
施設を「赤ちゃんの駅」として指定する。

新規2か所(民間施設含む。（設
置
計172か所

新規3か所(民間施設含む。（設置
計173か所
※2ヶ所廃止施設あり

【計画どおり進捗】
事業所移転等による廃止施設が
あったが、新規設置施設もあり、設
置数は増加した。

継続的に開設 【計画を超えて達成】
設置施設数を順調に伸ばすことが
でき、子どもを連れて安心して外出
できる環境を整備した。

4-(1)-①［再掲］

公園の新設

みどりと公園課

4-(1)-②［再掲］

公園の改修

みどりと公園課

4-(1)-③〔再掲〕

「外遊びがおもしろくなる！
チャレンジ親子講座」

生涯学習課

事業番号・事業名・所管課

4-(2)-④［再掲］

「赤ちゃんの駅」の指定

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課

4-(2)-①

バリアフリーマップの作成

障がい者福祉課

4-(2)-②

公共施設のバリアフリー化

各所管課

4-(2)-③

公園等のバリアフリー化

みどりと公園課
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【（３）良好な居住環境の確保】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

ひとり親世帯、多子世
帯

民間賃貸住宅の情報提供を行うとともに、
入居を支援する。

継続 成約件数
ひとり親世帯　83件
多子世帯　23件

【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
引き続き、ひとり親世帯や多子世帯
の居住の確保と安定を支援してい
く。

ファミリー世帯 ファミリー世帯に対して良好な住環境を提
供する。

継続 新婚世帯・子育て世帯支援制度を
実施
◆制度利用世帯件数
【申込】　・新婚世帯　…  9件
　　　　　  ・子育て世帯… 19件
【入居】　・新婚世帯　…　5件
　　　　　 ・子育て世帯…　12件

【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
引き続きファミリー世帯の住み替え
を促進するため、支援を継続してい
く。

開発業者及びマン
ション居住者

子どもに配慮したマンションを区で登録す
る。

継続 継続 【計画の見直し、繰り延べ】
子育て支援の手法として、子育て支
援マンションの登録制度は有効では
ないと判断し、登録制度の実施に至
らなかった。

終了 【計画の未達成】
子育て支援の手法として、子育て支
援マンションの登録制度は有効では
ないと判断したため。

５　仕事と子育ての両立支援

【（１）多様な保育と待機児の解消】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

保育園 保育園を整備する。 認可・認証その他各種施設の入
所児童数を拡大
平成22.4.1～26.4.1までに定員
増加目標1,326人と設定

私立3園開設,区立2園廃止＇民営
化（
区立39か所
＇認可定員：3,765人)
私立55か所
＇認可定員：4,951人（
公設民営2か所
＇認可定員：118人（

【計画どおり進捗】
26年度対前年度比　　477名
平成22年度からの定員合計1,564名
増
今後は、さらに定員増を伴う整備を
進め、待機児童解消を図る。
※上記数値は、認可・認証・板橋ス
マート保育＇現「小規模保育所」（・
定期利用保育の合算値

私立7園開設
区立39か所
＇認可定員：3,770人)
私立62か所
＇認可定員：5,423人（
公設民営2か所
＇認可定員：118人（

【計画どおり達成】
保育所の整備について、第二期保
育計画により設定している保育サー
ビス定員の最終増加目標(1,548人)
を超える整備を行ったことから、計
画どおり進捗していると評価した。
しかし、待機児童が依然として解消
されていないため、引き続き保育園
の整備を進めていく必要がある。

0歳から就学前の乳
幼児＇施設によって異
なる（

東京都が定める基準を満たし、都が認証
した民間事業者による保育施設の運営費
を補助する。

認可・認証その他各種施設の入
所児童数を拡大
平成22.4.1～26.4.1までに定員
増加目標1,326人と設定

認可・認証その他各種施設の入所
児童数を拡大
平成22.4.1～26.4.1までに定員増加
目標1,326人と設定

【計画の見直し・繰り延べ】
子ども子育て支援新制度を見据え
て、認証保育所の整備から、板橋ス
マート保育事業＇現「小規模保育
所」（による整備へシフトすることと
なった。

終了 【計画の未達成】
子ども・子育て支援新制度を見据え
て、認証保育所の整備から、板橋ス
マート保育事業＇現「小規模保育
所」（による整備へシフトしたため、
認証保育所の整備数が当初予定よ
り、減尐することとなった。

区内在住、生後43日
から2歳まで

健康な保育に欠ける児童を保育士、看護
師、その他の資格を有した者＇当該児童の
3親等内の親族であるものを除く（の居宅
等において、適当な設備を備える等により
保育を行う。

福祉員数
80人

福祉員数
80人

【計画どおり進捗】
平成26年4月に3人の家庭福祉員を
新規に増員した。なお、退職等が
あったため今後も増員する必要があ
るが、計画どおり進捗していると評
価した。

継続 【計画どおり達成】
毎年家庭福祉員を新規増員した。

認証保育所、地方裁
量型認定こども園、保
育室に入所している
児童の保護者

認証保育所等の利用者に対し、保育料の
一部を補助する。
＇世帯の前年分所得税額合計額に応じて
月額を決定し支給（

継続 継続 【計画どおり進捗】
平成22年度より実施し、対象施設数
及び児童数が増加していることか
ら、計画どおりに進捗していると評
価した。＇平成26年度より所得階層
別で児童1人あたりの月額単価を定
めている（

継続 【計画どおり達成】
平成22年度より実施し、対象施設数
及び児童数が増加していることか
ら、計画どおりに達成していると評
価した。

私立幼稚園 私立幼稚園の理解と協力により、幼保連
携型又は幼稚園型の認定こども園を設置
する。

拡大 拡大 【計画の見直し・繰り延べ】
新たな認定こども園の設置はでき
ず、計画の見直し・繰り延べとした。

継続 【計画の未達成】
子ども子育て支援新制度を見据え
て、認定こども園設置に向けて、情
報提供及び意向確認を実施した
が、新たな設置はなかった。＇保育
サービス課（
認定こども園設置に向けて、情報提
供及び意向確認を実施した。(学務
課)

5-(1)-⑤

私立認定こども園の設置

学務課
保育サービス課

4-(3)-②

公共住宅の活用

住宅政策課

4-(3)-③

子育て支援マンションの登録
制度

住宅政策課

5-(1)-①

保育園の整備

保育サービス課

5-(1)-②

認証保育所の整備

保育サービス課

5-(1)-③［再掲］

家庭福祉員事業

保育サービス課

5-(1)-④［再掲］

認証保育所等保育料助成事
業

保育サービス課

4-(3)-①

住宅情報ネットワーク

住宅政策課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

保育園に入園を希望
している乳幼児の保
護者

区内認可保育園、認証保育所、保育室、
家庭福祉員等の保育情報を周知するた
め、各保育サービスを掲載する冊子を発
行する。

年間
9,000部発行

年間
9,000部発行

【計画どおり進捗】
保育サービスの情報を周知するた
めに配布しており、計画どおり進捗
している。

年間
9,000部発行

【計画どおり達成】
保育サービスの情報を周知するた
めに配布しており、計画どおり達成
している。

幼稚園設置者 私立幼稚園設置者への補助等により、各
種預かり保育事業を促進する。

私立幼稚園全園で実施 私立幼稚園全園で実施 【計画どおり進捗】
保護者の育児負担の軽減と社会参
加の機会の確保を図った。

私立幼稚園全園で実施 【計画どおり達成】
保護者の育児負担の軽減と社会参
加の機会の確保を図った。

【（２）幼稚園の充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

非在園児及び在園児
の保護者

随時、子育てに関する情報を提供する。 継続
＇私立幼稚園を含む全園で実
施（

継続
＇私立幼稚園を含む全園で実施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続
(私立幼稚園を含む全園で実施)

【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

非在園児及び在園児
の保護者

区立幼稚園及び私立幼稚園において、児
童の保護者からの養育その他に関する相
談に応じる。

継続
＇全園（

継続＇全園（
＇区立2園、私立34園の全園で実
施（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続(全園) 【計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

在園児の保護者 保護者会において、子育てについて講演
会を開催する。

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

20園で実施
＇私立幼稚園を含む（

【計画どおり進捗】
保護者の育児支援に寄与した。

継続 【概ね計画どおり達成】
保護者の育児支援に寄与した。

非在園児 幼稚園で未就園児の保育を行う。 継続
＇私立幼稚園を含む全園で実
施（

継続
＇区立2園、私立26園で実施（

【概ね計画どおり進捗】
幼稚園における集団での遊びを通
して、日常とは異なる体験の機会を
提供した。

継続
(私立幼稚園を含む全園で実施（

【概ね計画どおり達成】
幼稚園における集団での遊びを通
して、日常とは異なる体験の機会を
提供した。

幼稚園設置者 私立幼稚園設置者への補助等により、各
種預かり保育事業を促進する。

私立幼稚園全園で実施 私立幼稚園全園で実施 【計画どおり進捗】
保護者の育児負担の軽減と社会参
加の機会の確保を図った。

私立幼稚園全園で実施 【計画どおり達成】
保護者の育児負担の軽減と社会参
加の機会の確保を図った。

区内幼稚園 心身障がい児教育の充実を図るため、巡
回指導員が区立・私立幼稚園を巡回す
る。

区立・私立幼稚園を対象として
実施
20園

実施15園　19回
＇区立幼稚園2園3回、私立幼稚園
13園16回（

【概ね計画どおり進捗】
教諭・園児のフォローが図られた。

区立・私立幼稚園を対象として実施 【概ね計画どおり達成】
教諭・園児のフォローが図られた。

【（３）ワーク・ライフ・バランスの推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

 区民 仕事と生活の調和＇ワーク・ライフ・バラン
ス（の推進に向けた住民の理解や合意形
成促進の取り組みとして、区民を対象とし
た啓発講座を開催するなどの取り組みを
行う。

①啓発講座開催
②情報誌等による啓発
③ワーク・ライフ・バランスの表彰制度を通
じた啓発

①区民向けや、企業の代表者
向け等、さまざまな対象に向け
て、いずれか１回以上の啓発講
座の開催
②「センターだより」「あいしてぃ」
等に、１回以上の掲載
③表彰企業 3社以内

①区民を対象に啓発講座を実施
・ＷＬＢセミナー「若者も中高年も働き甲
斐のある企業になるために～人材確保
のためのＷＬＢ」　参加者20人
・「子育てしながら私も働ける？～働くた
めの準備について考えてみましょう～」
参加者18人
②センターだより№20にワーク・ライフ・
バランス推進企業＇表彰企業（の特集記
事掲載
③表彰企業　3社
「産業見本市」で表彰式を実施後、広報
いたばし、センターだより、ＨＰ等広報媒
体において表彰企業と取組事例のＰＲ
を行った。

【計画どおり進捗】 ①区民向けや、企業の代表者向け
等、さまざまな対象に向けて、いず
れか１回以上の啓発講座の開催
②「センターだより」「あいしてぃ」等
に、１回以上の掲載
③表彰企業 3社以内

【計画どおり達成】
意識啓発に向けた取組は、毎年
度、対象や内容、方法を工夫しなが
ら順調に推進している。
ワーク・ライフ・バランス推進企業表
彰についても、毎年度、実施方法や
連携方法を工夫しながら順調に推
進している。

5-(2)-④［再掲］

未就園児の保育

学務課

5-(2)-⑤［再掲］

預かり保育推進事業

学務課

5-(2)-⑥［再掲］

臨床心理士による幼稚園巡回
相談事業

学務課

5-(3)-①

ワーク・ライフ・バランス推進に
向けた区民啓発の取り組み

男女社会参画課

5-(1)-⑥

「ほいくじょうほう」の作成

保育サービス課

5-(1)-⑦

預かり保育推進事業

学務課

5-(2)-①［再掲］

子育て情報の提供（幼稚園）

学務課

5-(2)-②［再掲］

子育て相談（幼稚園）

学務課

5-(2)-③［再掲］

子育て講演会（幼稚園）

学務課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内企業 仕事と生活の調和＇ワーク・ライフ・バラン
ス（の推進に向けた住民の理解や合意形
成促進の取り組みとして、企業を対象とし
たセミナー等を開催するなどの取り組みを
行う。

継続 セミナー開催の要請はなかったが、
パンフレットを窓口で配布している。

【計画の見直し・繰り延べ】
セミナー開催の要請があれば、公社
が講師を派遣できる体制になってい
る。厳しい経済状況の中で、企業と
の取り組みが困難な状況があるた
め、実際に即した見直しを図りなが
ら事業の在り方を検討する。

継続 【計画の未達成】
要請があれば講師を派遣する体制
は取れていたが、23年度以降依頼
はなかった。ワークライフバランスの
推進については、厳しい経済状況
の中で企業との取り組みが困難な
状況があるため、実際に即した見直
しを図りながら事業の在り方を検討
する。

区民・事業者・職員 ワーク・ライフ・バランスの推進は、男女社
会参画課、子ども政策課、保育サービス
課、産業振興課、人事課などがそれぞれ
の観点から行っており、全庁的に取り組む
ための体制が整備されていない。このた
め、板橋区におけるワーク・ライフ・バラン
ス推進のための施策を取りまとめるととも
に、庁内推進体制の構築に向けて検討す
る。

行動計画事業であるワーク・ライ
フ・バランス推進企業表彰につ
いて「受賞者のインセンティブ」
の拡大等、更なる充実を目指す
とともに、職員に向けた意識啓
発を推進する。

ワーク・ライフ・バランス推進企業表
彰実施にあたり、新たに広聴広報課
との連携体制を進め、「区ホーム
ページへのバナー広告無料掲載」
を受賞者のインセンティブの一つと
することができた。職員に対しては、
男女平等参画推進ニュース№12に
ワーク・ライフ・バランス推進企業＇表
彰企業（の特集記事掲載し、周知・
啓発を行った。

【概ね計画どおり進捗】 行動計画事業であるワーク・ライフ・
バランス推進企業表彰については、
新たな「受賞者のインセンティブ」の
検討等、推進策の拡大に向けた働
きかけを行う等、関係各課との更な
る連携充実を目指すとともに、職員
に向けた意識啓発を推進する。

【概ね計画どおり達成】
企業表彰を平成25年度より「産業見
本市」内で行う等、庁内関係課との
連携体制も進んでいる。また、職員
に向けた啓発も、男女社会参画課
作成の情報紙の発信や「男女平等
に関する意識・実態調査」の活用に
より、効果的に推進している。

区内中小企業者 次世代育成支援対策推進法に基づく、一
般事業主行動計画の中小企業における
策定を一層進めるため、産業融資制度を
利用する一般事業主行動計画策定済み
の区内中小企業に対し、通常の利子補給
に１割加算をする優遇制度を創設する。

制度利用申請割合
0.3%

制度利用申請割合
0%

【計画の見直し・繰り延べ】
引き続き事業の周知に努めたが、目
標事業量を達成することができてい
ない。事業の性質上該当する申請
件数に適切な目標値を設定すること
が難しい。

制度利用申請割合
0.1％

【計画の未達成】
目標値を達成することはできていな
いが、計画策定へのインセンティブ
となるため、引き続き事業を実施し、
周知を図る。

区内中小企業者 社会保険労務士によるワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に関する相談等を行う。
①訪問企業による企業管理者のワーク・ラ
イフ・バランスに関する意識啓発
②一般事業主行動計画の策定や就業規
則改正等の助言・指導
③ワーク・ライフ・バランスに関する企業内
研修の講師

継続 10回　10社 【計画どおり進捗】
ワークライフバランスに関する専門
家の派遣要請があれば、公社が専
門家を派遣する体制を整えており、
要請に基づき、社会保険労務士を
派遣している。

継続 【概ね計画どおり達成】
ワークライフバランスに関する専門
家の派遣要請があれば、常時対応
できる体制を整備している。

子育て中の区民及び
その支援者

働くことと育児のバランスを見つめることを
通して、夫婦関係・親子関係、職場での人
間関係のあり様を問い、よりよい生き方を、
働き方を実現していく学びを専門家・実践
者を交えた話し合により行う機会を提供す
る。

講座企画運営会議　6回
講座「働く？　育児？」5回
「はたいくカフェ」6回
「はたいくフォーラム」1回

講座企画運営会議　8回
講座「働く？ 育児？」3回
「はたいくカフェ」7回

【計画どおり進捗】 企画運営会議4回
講座・交流会・フォーラムにより「働く
ことと夫婦・親子、職場での関係に
ついて考える」4回
「はたいくカフェ」10回

【計画どおり達成】
事業実績から概ね計画どおり目標
を達成したと評価した。

【（４）保育サービスの充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

私立保育園 私立保育園の生活環境改善のための中
規模改修に対し補助金を支出する。

年間12園 年間12園 【計画どおり進捗】
安全衛生対策として必要とされる園
について中規模改修を行った。

年間12園 【計画どおり達成】
実績も含め安全衛生対策として効
果が期待できることから、計画どおり
達成していると評価した。

在園児 就労等の理由により保育が困難な保護者
の就労を支援するため、通常保育時間外
の保育を行う。

順次実施予定 実施園
　区立26園・私立52園
うち2時間延長園
　区立1園・私立23園
＇27年3月現在（
月延べ利用実人員　区立6,313人
私立23,013人

【計画どおり進捗】
実施園を私立3園で増加しており、、
計画どおり進捗している。

順次実施予定 【計画を超えて達成】
延長保育の実施園数が平成22年度
時と比べ、10園増加したため、計画
を超えて達成している。

在園児 年末の就労等の理由により保育が困難な
保護者の就労を支援するため、保育を行
う。

継続 継続
区立5園実施
＇利用人員96人（

【計画どおり進捗】
区立5園で実施し、計画どおり進捗
している。

継続 【計画どおり達成】
毎年度、区立5園で実施しているた
め、計画どおり達成している。

主に就学前の幼児 保護者が就労、通院、研修、育児疲れな
どで、家庭での保育が一時的に困難と
なった場合に、一時的に保育を行う。

公立  計3か所
私立  計8か所
＇継続実施及び拡充（

区立　 計3か所
私立　 計9か所
＇継続実施及び拡充（

【計画どおり進捗】
平成26年4月から、私立1か所が新
規開始したため、計画を超えて進捗
している。

区立　 計3か所
私立　 計9か所
＇継続実施及び拡充（

【計画どおり達成】
実施園数の1園増や利用人数の増
など、計画どおり達成している。

5-(4)-④［再掲］

一時預かり事業

保育サービス課

5-(3)-④

産業融資制度における「一般
事業主行動計画」策定企業支
援

産業振興課

5-(3)-⑤

出前経営支援事業（社会保険
労務士派遣）

産業振興課

5-(3)-⑥

働くことと育児を考える

生涯学習課

5-(4)-①

私立保育園中規模改修

保育サービス課

5-(4)-②

延長保育

保育サービス課

5-(4)-③

年末保育

保育サービス課

5-(3)-②

ワーク・ライフ・バランス推進に
向けた企業啓発の取り組み

産業振興課

5-(3)-③

ワーク・ライフ・バランス推進の
ための全庁的な体制の構築

男女社会参画課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内在住、生後43日
から就学前児童

保護者の出産、病気、看護、失踪、死亡
等の理由により、一時的に保育に欠ける
児童を保育する。

緊急保育者1人
その他家庭福祉員保育室等

緊急保育者1人
その他家庭福祉員保育室等

【計画どおり進捗】
一時的に保育に欠ける児童を緊急
保育者１名及びその他施設で保育
を実施しており、計画どおり進捗し
ていると評価した。

終了 【事業終了】
一時的に保育に欠ける児童を緊急
的に保育した。平成27年度から事
業を終了し、その他施設による保育
に替えて実施した。

区内在住、満1歳から
就学前児童

病気の回復期＇病後児（又は回復期でな
い＇病児（児童で、医療機関による入院加
療等の必要はないが、安静を要するた
め、保育園、幼稚園に通園できないとき
に、区が委託する医療機関で預かる。ま
た、一部病児保育室では、看護師が保護
者に代わり保育園や幼稚園等に迎えに行
き、診察後、保育する。

継続
病児保育　計3か所
病後児保育　計1か所

継続
病児保育　　　計3か所
病後児保育　 計1か所

【計画どおり進捗】
新たに病後児保育室を1施設開設
しており、計画どおり進捗していると
評価した。

病児保育　　 計3か所
病後児保育　計1か所

【計画どおり達成】
平成25年度に病児・病後児保育室1
施設でお迎えサービスを開始し、お
迎えサービス付き病児・病後児保育
室が2箇所となった。
平成26年度に病後児保育室を1施
設開設した。

区立・私立保育園在
園児とその保護者

保育園の余裕スペースを利用し、絵本な
どの図書の貸出しや子育てに関する各種
パンフレットの提供を行い、地域住民の保
育園活用の促進、幼児期から読書に親し
むことの推進及び子育て家庭の支援を図
る。

区私立保育園全園で実施 区立・私立保育園全園で実施
＇区立41園、私立60園、分園5園含
む（

【計画どおり進捗】
認可保育園ほぼ全園で実施してお
り、計画どおり進捗している。

継続 【計画どおり達成】
認可保育園ほぼ全園で実施してお
り、計画どおり達成している。

区立保育園 園児が自ら食の体験を通じて健康・人間
関係・食文化・命の大切さ等を学ぶことが
できるよう、区立保育園に菜園を整備す
る。

区立保育園全園で実施 区立保育園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり進捗】
区立保育園全園で実施していること
から、計画どおり進捗していると評
価した。

区立保育園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
区立保育園全園で実施していること
から、計画どおり達成していると評
価した。

区立保育園 食物アレルギー児への個別対応の充実と
誤食防止強化の徹底を図るため、除去食
品の混入を防止し、個別盛付けをする専
門の調理器具等を導入する。

対象園全園で実施 対象園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり進捗】
対象保育園全園で実施しており、計
画どおり進捗していると評価した。

対象園全園で実施
＇直営39園（

【計画どおり達成】
対象保育園全園で実施しており、計
画どおり達成していると評価した。

要支援児 保育に欠けかつ特別な支援を要する児童
を、保育所で健常児とともに集団保育する
ことにより、社会性の成長発達を促進さ
せ、当該児童の福祉の向上を図る。

継続 継続
区立　41園128人
私立　39園 105人
＇平成26年度末現在（

【計画どおり進捗】
ほとんどの保育園で要支援児保育
を実施していることから、計画どおり
進捗していると評価した。

保育園全園で実施 【計画どおり達成】
ほとんどの保育園で要支援児保育
を実施していることから、計画どおり
達成していると評価した。

要支援児 区立保育園及び私立保育園に入所して
いる要支援児の保育状況の観察及び指
導助言を巡回して行う。

継続 継続
要支援児入所園で実施　80園
(平成26年度末現在（

【計画どおり進捗】
要支援児入所園の全てにおいて巡
回指導を実施しており、計画どおり
進捗していると評価した。

対象園全園で実施 【計画どおり達成】
要支援児入所園の全てにおいて巡
回指導を実施しており、計画どおり
達成していると評価した。

保育園・認証保育所 保育サービスの向上をめざして第三者評
価を実施する。

公立保育園6園
私立保育園3園
認証保育所7所

区立保育園 6園
私立保育園 3園
認証保育所 7所

【計画どおり進捗】
計画的に実施しており、計画どおり
進捗していると評価した。

区立保育園 6園
私立保育園 3園
認証保育所 7所

【計画どおり達成】
毎年度、計画的に実施しており、計
画どおり達成していると評価した。

認証保育所 認証保育所の継続性と保育の質の確保
のため、参入の基準を策定する。

基準による質の維持 認証保育所の公募を実施しなかっ
たため、新たな参入基準の策定は
なかった。

【計画の見直し・繰り延べ】
認証保育所を設置・運営する事業
者を公募する場合には基準を策定
し、その基準により選定する。平成
26年度は公募を実施しなかったた
め、策定しなかった。

終了 【計画の未達成】
子ども・子育て支援新制度を見据え
て、認証保育所の整備から板橋ス
マート保育＇現「小規模保育所」（の
整備へシフトしたため、認証保育所
を整備するための公募は実施せ
ず、基準の策定実績はなかった。

【（５）総合的な放課後対策事業の推進】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

小学1年生から3年生 放課後、保護者が就労等により家庭にい
ない児童に、適切な遊び及び生活の場を
与えて、その健全な育成を図るとともに、
「あいキッズ」への移行を推進する。

 「あいキッズ」への移行を推進 「あいキッズ」への移行10校 【計画どおり進捗】
平成26年度から、新事業である「新
あいキッズ」が11校で行われることに
なった。平成27年度までにすべての
学童クラブがあいキッズへ移行す
る。

終了 【事業終了】
平成21年度から実施してきた放課
後対策事業の「あいキッズ」化によ
り、全学童クラブがあいキッズへ移
行し、待機児は解消された。

健常児とともに保護
育成生活が可能な児
童＇小学1年から3年
生、空きがある場合
は6年生まで（

放課後、保護者が就労等により家庭にい
ない児童に適切な遊び及び生活の場を
与え、健常児との交流を図る。また、要支
援児の受け入れ体制の整備については、
受け入れを行っている学童クラブの現状
を踏まえ、方向性を検討する。

全学童クラブで実施 平成26年4月1日現在受入状況
受入児童数　87人
受入施設数　28クラブ

【計画どおり進捗】
事業実績から、計画どおり進捗して
いると評価する。
平成27年度より学校地域連携担当
課へ移行。

終了 【事業終了】
学童クラブ機能があいキッズに移行
したため事業終了とした。

事業番号・事業名・所管課

5-(4)-⑩

要支援児保育の実施

保育サービス課

5-(4)-⑪

要支援児保育巡回指導

保育サービス課

5-(4)-⑫

保育園における第三者評価

保育サービス課

5-(4)-⑬

認証保育所参入基準の策定

保育サービス課

5-(5)-①

学童クラブ事業

子ども政策課

5-(5)-②

学童クラブにおける要支援児
受け入れ

子ども政策課

5-(4)-⑤［再掲］

緊急保育事業

保育サービス課

5-(4)-⑥［再掲］

病児・病後児保育事業

保育サービス課

5-(4)-⑦

親子ふれｉブックコーナー

保育サービス課

5-(4)-⑧［再掲］

げんきッズ菜園

保育サービス課

5-(4)-⑨［再掲］

食物アレルギー児対応強化

保育サービス課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

要支援児 学童クラブ、あいキッズに入会している要
支援児の状況の観察及び指導助言を巡
回して行う。

※学童クラブは平成26年度で終了
(旧事業名：学童クラブ要支援児巡回指導)

継続 継続 【概ね計画どおり進捗】
指導員、介助員への障がいに関す
る知識向上のために、外部の専門
員の巡回指導を充実させ、児童の
状況に応じた指導ができるよう施設
と調整を図り計画を進める。

あいキッズにて継続 【概ね計画どおり達成】
要支援児の受け入れに必要なスキ
ルの向上につながるよう外部専門員
巡回指導の充実を図り施設状況や
児童状況に応じた巡回指導を計画
に基づき実施していると評価する

小学1年生から6年生 区立全小学校＇52校（で｢放課後子ども教
室」と｢学童クラブ」を一体的に運営する板
橋区版放課後対策事業「あいキッズ」を実
施する。

あいキッズへの移行 11校
計43校
＇放課後子ども教室実施校 　10
校（

あいキッズへの移行　10校
計43校
＇放課後子ども教室実施校 10校（

【計画どおり進捗】
計画どおりに移行できている。

計52校＇全小学校（で新あいキッズ
を実施
・学童クラブと放課後子ども教室の
新あいキッズへの移行　10校
・従来型あいキッズから新あいキッズ
への移行　42校
＇平成26年度大山小廃校による1校
減（

【計画どおり達成】
平成21年度から順次移行し、平成
26年度は計画どおり実施している。
また、平成25年度に制度の見直しを
行い、これまでの「学童クラブ登録」
と「一般登録」を一体化した。さら
に、あいキッズ条例を新規で制定
し、平成26年度から「新あいキッズ」
を実施するための基盤を築いた。今
後も、放課後の子どもたちの安心・
安全な居場所の確保、児童の健全
育成、保護者の子育てと仕事等の
両立支援を行っていく。＇学校地域
連携担当課（
平成21年度から、学童クラブからあ
いキッズに順次移行、平成26年度ま
で計画どおり実施し、同年度末で学
童クラブ事業は終了した。(子ども政
策課（

指導員による児童の
集団への見守りの中
で健常児とともに放課
後等に活動すること
が可能な児童
小学1年生から6年生

放課後、保護者が就労等により家庭にい
ない児童に適切な遊び及び生活の場を
与え、健常児との交流を図る。
また、各小学校で屋外、室内、静かに過ご
す場所など目的別に拠点を設けてプログ
ラムを展開する。

継続 41校で76人 【計画どおり進捗】 必要に応じ、要支援児の受け入れ
に必要なスキルの向上につながる
機会の提供を適宜行っていくととも
に専門的知識経験を有する者によ
る巡回指導を実施する。
在校生の支援をするとともに学区域
内に居住する特別支援学校在籍児
童の受け入れも行う。

【計画どおり達成】
特別支援学級や特別支援学校の児
童に安心・安全な居場所を確保し、
他の児童たちと交流する機会を設
けることができた。今後も引き続き要
支援児の受け入れを行う。

６　みんなで子どもの安全を確保

【（１）交通事故の予防】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

中学生 ･スタントマンによる交通事故の再現
・交通安全の講義
・自転車整備点検
　3年に1度の受講を可能にする。

中学校8校で実施＇年間（
3年間(在学中)に1度体験

中学校7校で実施＇年間（
3年間(在学中)に1度体験

【計画どおり進捗】 中学校8校で実施＇年間（
3年間＇在学中（に1度体験

【計画どおり達成】
在学中の3年間に1度の体験が可能
なように、年間8校の実施を継続して
いる。

小学3年生から6年生 ・交通安全の講義
・自転車実技テスト
・ペーパーテスト
・自転車運転免許証発行
・自転車の整備点検

全区立小学校を対象とし、実施
可能な小学校において実施

小学校20校
自転車運転免許証発行　1,278人

【計画どおり進捗】 全区立小学校を対象とし、実施可
能な小学校において実施

【計画どおり達成】
小学2年生の交通死亡事故が連続
して発生した平成24年度を契機とし
て、平成25年度及び26年度の実施
校数が増加した。自宅から自転車を
持ち込むことのリスクを軽減する方
法を協議するなどして、潜在的な実
施可能校への事業普及に努めてい
る。

―
放置自転車を撤去し、歩行者等の安全を
確保する。

継続
撤去台数　21,500台

継続
撤去台数　17,722台

【概ね計画どおり進捗】 撤去台数　17,000台 【概ね計画どおり達成】
平成２5年度から撤去回数の増、東
武東上線沿線と都営三田線沿線の
撤去回数比率の見直し、撤去警告
時間の見直し、ミニ撤去(大山駅、高
島平駅、浮間舟渡駅)等の実施によ
り概ね計画どおりに進捗した。

6-(1)-③

放置自転車対策

交通安全課

事業番号・事業名・所管課

5-(5)-③

あいキッズ要支援児巡回指導

学校地域連携担当課

5-(5)-④［再掲］

板橋区版放課後対策事業「あ
いキッズ」

学校地域連携担当課

5-(5)-⑤

あいキッズにおける要支援児
受け入れ

学校地域連携担当課

6-(1)-①

中学生交通安全教室

交通安全課

6-(1)-②

小学生自転車教室

交通安全課
指導室

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

―
交通の安全性の向上のため、区道の路面
補修等を計画的に実施する。

整備
71,000㎡

整備
62,782㎡

【計画どおり進捗】
入札不調により実績が62,782㎡と
なったが、早急に対策を要望された
工事を繰越明許として計上してお
り、計画71,000㎡に対して70,751㎡
＇達成率99.65％（を予定している。

整備
71,000㎡

【計画を超えて達成】
区道の更新サイクルを勘案し、補修
するべき路線を選定し、計画どおり
事業を推進している。

―
環境負荷の尐ない交通手段である自転車
の利用促進を図るため、整備を行う。

整備延長 695m
＇下り車線側（

整備延長 695m
＇下り車線側（

【計画どおり進捗】 事業予定なし 【計画どおり達成】
目標量を達成したため、計画どおり
達成と評価した。

区立、私立保育園 保育者の交通安全指導の指導力の向上
と小学校入学を控えた5歳児の交通ルー
ル等の習得を図る。
園内で模型による机上訓練後、警察の協
力により、園外で実践練習を行う。

継続 継続
区立保育園　実施園36園
私立保育園　実施園10園
実施回数54回
参加人数1890人参加

【計画どおり進捗】
区立全園、私立希望園で実施して
いけるよう、交通安全課と確認を行
い計画どおり進捗している。

継続 【計画どおり達成】
区立全園、私立希望園で実施して
いけるよう、交通安全課と確認を行
い計画どおり達成している。＇保育
サービス課（

【（２）犯罪被害の防止と防犯体制の強化】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

―
新聞販売や郵便局など区内を中心に業
務を行っている事業者の協力により、犯罪
の抑止効果及び早期解決を図る。

継続
区内60事業者及び板橋区

継続
区内75事業者及び板橋区

【計画を超えて進捗】 区内80事業者及び板橋区 【計画を超えて進捗】
協力事業者も増加し、通常業務に
おけるパトロールだけでなく新たな
協力として、防犯のチラシ、啓発用
品の配布をしたことから、計画を超
えて進捗していると評価した。

小学校ＰＴＡ 小学校ＰＴＡ連合会による「ピーポ110番」
「合同パトロール」等子どもの安全を守る
活動を支援する。

小学校合同パトロール年2回
小中合同パトロール週間の設定
小中別講習会実施

小学校合同パトロール年2回
小中合同パトロール週間の設定
小中別講習会実施

【計画どおり進捗】 小学校合同パトロール年2回
小中合同パトロール週間の設定
小中別講習会実施

【計画どおり達成】
各校でも年間を通じたパトロール活
動が定着してきており、計画どおり
達成と評価できる。

小学生＇子ども向け（
保護者＇大人向け（

子どもがいじめ、誘惑、性虐待といった暴
力から自分を守るために、役割劇を通じて
考える教育プログラム。大人向けと子ども
向け、トークタイムがセットになっている。

事業休止 事業終了 【事業終了】 終了 【事業終了】
安全教育や人権教育において、類
似の取組みを行っていることから、
平成24年度の実施を以って事業を
終了した。

小学生 子どもを犯罪被害から守るため、防犯ブ
ザーを配付する。

小学校新1年生に配付 小学校の新1年生に配付
4,200個購入・配付

【計画どおり進捗】
小学校の新1年生に配付し、児童の
安全・安心に寄与した。

小学校の新１年生に配付 【計画どおり達成】
毎年度、区立・私立の小学校の新
一年生に防犯ブザーを配付し、安
全・安心に寄与した。

隙間 子どもの安全を確保するため、下校・帰宅
時間帯を中心に、通学路等の巡回を青色
パトロールカーにより実施する。
①実施日・時間：月～金曜日、　　13時30
分～18時30分　②青色パトロールカー　2
台

継続
【昼間】3班6人体制で青色回転
灯装備車両3台によるパトロール
を実施　 {月～金曜日＇祝日・正
月三が日を除く（}

継続
【昼間】3班6人体制で青色回転灯装
備車両3台によるパトロールを実施
 {月～金曜日＇祝日・正月三が日を
除く（}

【計画どおり進捗】 子どもの安全を確保するため、下
校・帰宅時間帯を中心に、通学路等
の巡回を青色防犯パトロールカーに
より実施する。
①実施日・時間：月～金曜日、13時
30分～19時30分
②青色防犯パトロールカー3台

【計画を超えて達成】
青色回転灯装備車両を１台増加し
ていること、またパトロール時間を１
時間延長したことから、計画を超え
て進捗していると評価した。

小学生 地域のボランティアによる見守り活動によ
り、児童の安全を確保するとともに、地域
の安全意識の向上を図る。

継続 スクールガード   506人
見守り隊        3,446人

【概ね計画どおり進捗】
地域のボランティアによる見守り活
動を実施した。今後も継続して協力
者募集を行う。

スクールガード　　  600人
子ども見守り隊　 4,200人

【概ね計画どおり達成】
地域のボランティアによる見守り活
動を実施した。今後も継続して協力
者募集を行う。

【（３）不慮の事故の予防】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

乳幼児、保護者 家庭内での事故を予防するため、母子健
康手帳・リーフレット等により情報提供を行
う。

配付者数　3,500人 配付者数　5,036人 【計画どおり進捗】
健診や育児学級などの機会をとらえ
て事故予防の啓発活動を実施して
いる。

配付者数  3,500人 【計画どおり達成】
健診や育児学級などの機会をとらえ
て事故予防の啓発活動を実施して
いる。

6-(3)-①

家庭内事故予防の情報提供

健康福祉センター

事業番号・事業名・所管課

6-(2)-②

ＰＴＡ安全対策活動支援事業

生涯学習課

6-(2)-③

ＣＡＰプログラム

指導室

6-(2)-④

防犯ブザーの配付

学務課

事業番号・事業名・所管課

6-(2)-⑤

子ども安全パトロール（板橋区
安全安心パトロール）

防災危機管理課

6-(2)-⑥

いたばし子ども見守り隊・ス
クールガード

学校地域連携担当課

6-(1)-④

道路の整備

計画課

6-(1)-⑤

自転車道の整備

計画課

6-(1)-⑥

げんきっ子トラフィックスクール

保育サービス課
交通安全課

6-(2)-①

板橋セーフティーネットワーク

防災危機管理課

事業番号・事業名・所管課
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【（４）子どもがのびのび遊べる環境づくり】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

―
区立公園・緑道の整備を進めるとともに、
公園不足地域の解消を図る。

未定 0か所
＇設計委託及び関係団体との協議・
調整を進めた。（

【計画どおり進捗】
翌年度の新設工事に向け設計委託
および関係団体との協議・調整を進
めていることから、計画どおり進捗し
ていると評価した。

1か所 【計画どおり達成】
公園用地の確保が課題であった
が、新設公園の整備を５か所計画ど
おり達成した。

―
快適な都市空間の確保、防災機能の充実
など、公園に対する区民ニーズの変化に
対応するため、公園・緑道の改修整備を
進める。

未定 １か所 【計画どおり進捗】
「中間のまとめ」の後に設定した目
標の通りに公園の改修が進められ
ていることから、計画どおり進捗して
いると評価した。

0か所
＇平成26年度に策定した公園遊具
長寿命化計画に合わせて計画的に
改修する。（

【計画どおり達成】
ワークショップ等を通じ周辺住民の
声を取り入れ公園の改修が進めら
れていることから、計画どおり達成し
た。

【（５）防災体制の充実、強化】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

災害発生時の施設利
用者

大地震が発生した際、児童館や学童クラ
ブ、保育園等において、保護者への引き
渡しまで、児童・園児が施設に3日間留ま
る事を想定し、3日分の水と食糧を備蓄す
る。

全ての児童館・保育園に備蓄 継続
児童館については、水、食料等、３
日間施設に留まるために最低限必
要な物品は既に配備できている。

【計画どおり進捗】
新設園を含めた全児童館・保育園
に3日分の水と食料を配備している
ため、計画どおり進捗している。

全児童館・保育園に備蓄 【計画どおり達成】
区内全児童館・保育施設に3日分の
水と食料を配備しているため、計画
どおり達成している。

区立、私立保育園の
保護者

平成25年度から、災害情報や不審者情報
等を迅速に伝達するため、保護者への連
絡ツールのひとつとして、電子メールを携
帯電話やパソコンに配信する。

継続 継続 【計画どおり進捗】
区立全園、私立希望園の職員及び
保護者に登録するよう周知し、事
件・事故・保育活動情報を随時、配
信したため、計画どおり進捗してい
る。

継続 【計画どおり達成】
区立全園、私立希望園の職員及び
保護者に登録するよう周知し、事
件・事故・保育活動情報を随時、配
信したため、計画どおり達成してい
る。

区立小・中学校、幼
稚園

平成25年度から、小・中学校・幼稚園の保
護者を対象に災害情報等を迅速に伝達
するため、保護者への連絡ツールの一つ
として電子メールを携帯電話またはパソコ
ンに配信する。

継続 継続 【計画を超えて進捗】
登録対象者を保護者に限定せず、
学校関係者の一部まで拡大した。

区立全小学校　52校
区立全中学校　23校
区立全幼稚園　 2園
天津わかしお学校
において継続運用

【計画を超えて達成】
登録対象者を保護者に限定せず、
学校関係者の一部まで拡大した。

７　特に配慮を必要とする子どもと家庭への支援

【（１）児童虐待の防止及び児童虐待の早期発見・早期対応とアフターケアの充実】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

4・6・9か月児、1歳6
か月児、3歳児

乳幼児健康診査を健康福祉センターや区
内医療機関で実施する。
＇4か月児・3歳児は健康福祉センターで、
6・9か月児、1歳6か月児は区内医療機関
で実施（

受診率
4か月児98.5％
6か月児89.0％
9か月児84.0％
1歳6か月児85.5％
3歳児91.0％

受診率
4か月児95.6％
6か月児90.5％
9か月児88.3％
1歳6か月児92.4％
3歳児94.3％

【計画どおり進捗】
継続して事業を実施しており、受診
率からも計画どおり進捗していると
評価した。

受診率
4か月児98.5％
6か月児89.0％
9か月児84.0％
1歳6か月児85.5％
3歳児91.0％

【計画どおり達成】
継続して事業を実施しており、受診
率からも計画どおり進捗していると
評価した。

板橋区要保護児童対
策地域協議会設置要
綱による関係機関の
職員

板橋区の要保護児童に関するあらゆる支
援およびネットワーク構築について総合的
に検討し、要保護児童の多角的・総合的
な対応を検討する。

代表者会議 年1回

虐待防止分科会
　年17回＇地区別・機関別（

代表者会議 年1回

虐待防止分科会
　年18回＇地区別・機関別（

【計画どおり進捗】
地区別分科会は地域に出向き顔の
見える関係で行い、分野別では養
育困難事例を含めた虐待予防の視
点でケースの情報共有を行いネット
ワーク強化につながっている。

代表者会議 年2回

虐待防止分科会
　年18回＇地区別・機関別（

【計画どおり達成】
虐待予防の視点から、虐待ケース
及び特定妊婦、養育困難を含めた
ケースの情報を共有することで、
ネットワークの強化につながり計画
どおり達成した。

乳児及び保護者 子ども家庭支援センターや健康福祉セン
ターで出生前後の早期に把握した要支援
家庭に訪問し、家庭の状況に応じた支援
を行い、虐待の未然防止を図る。

必要な家庭に支援ができる状況 相談対象　105人 【計画どおり進捗】
特定妊婦を含めた出産前からの保
健分野との連携のもとに、必要な家
庭に支援を行っており、虐待の未然
防止に寄与している。

必要な家庭に支援ができる状況 【計画どおり達成】
特定妊婦を含めた出産前から保健
分野、医療機関との連携のもとに、
必要な家庭に支援を行っており、虐
待の未然防止に寄与し、計画どおり
達成とした。

　6-(5)-②

　保育園緊急連絡メールシス
テム

　保育サービス課

　6-(5)-③

　学校緊急連絡メールシステ
ム

　教育総務課

7-(1)-①［再掲］

乳幼児健康診査

健康推進課
健康福祉センター

7-(1)-②

要保護児童対策地域協議会

子ども家庭支援センター

7-(1)-③

子育てスタート支援事業

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課

6-(4)-①［再掲］

公園の新設

みどりと公園課

6-(4)-②［再掲］

公園の改修

みどりと公園課

6-(5)-①

児童福祉施設の防災備蓄の
配備

子ども政策課
保育サービス課

事業番号・事業名・所管課

事業番号・事業名・所管課

緊急連絡メールシステム
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

乳幼児、児童及び保
護者

関係機関と連携し、親の不適切な養育態
度、極度の養育不安など精神・心理的問
題を抱える家庭及び乳幼児健康診断未
受診家庭などに対し、児童虐待の予防的
支援を行う。

必要な家庭に支援ができる状況 訪問件数　2,930件 【計画どおり進捗】
必要な家庭に訪問支援を行い、そ
の結果実績も伸びている。

必要な家庭に支援ができる状況 【計画どおり達成】
保健・医療分野と連携し親の不適切
な養育態度、極度の養育不安など
を抱える家庭及び、乳幼児健康診
断未受診児などに対し訪問を行い
虐待の未然防止に寄与し、計画ど
おり達成とした。

軽度の児童虐待を行
い、育児に悩みを持
つ保護者とその子ど
も

虐待の不安や子育てに困難を感じている
保護者を対象に、完全に母子分離した状
況の中で、テーマ別のプログラムと継続的
なグループミーティングを実施する。

年間
テーマ別
4日制×3回
継続グループ
12回実施

年間
テーマ別
3日制×3回
継続グループ
9回実施

【計画どおり進捗】
虐待防止を視点に、参加者に対し
て必要なケースに使える相談のメ
ニューとして提供できており、計画ど
おり進捗している。

年間
テーマ別
3日制×3回
継続グループ
9回実施

【計画どおり達成】
広報からの募集だけでなく、個別相
談からも参加につなげている。母の
自己肯定感が上り、育児に前向きに
取組めるよう支援し、虐待の再発防
止に寄与しており、計画どおり達成
と評価した。

軽度の虐待が認めら
れているが、在宅で
の指導が適当と思わ
れる家庭、虐待により
一時保護、施設等に
措置されていた児童
が家庭復帰した後の
家庭

軽度の虐待が認められているが、在宅で
の指導が適当と思われる家庭、および虐
待により一時保護、施設等に措置されて
いた児童が家庭復帰した後の家庭に対す
る支援を行う。そのサポート体制の整備
＇個別のネットワーク構築（、来所や家庭訪
問による支援を児童相談所と連携し、実
施する。

必要な家庭に支援ができる状況 対象児童　12人 【計画どおり進捗】
児童相談所との連携のもと、必要な
家庭に支援を行っている。

必要な家庭に支援ができる状況 【計画どおり達成】
東京ルール改訂のもと、児童相談
所との連携が強化され、必要な家庭
に支援を行っており、計画どおり達
成とした。

乳幼児とその保護者 子育て中の保護者の交流と育児不安の軽
減のため、グループワーク、情報交換等を
実施する。

実施回数　160回 実施回数　179回
受講者数  2,138組

【計画どおり進捗】
事業を継続して実施し、保護者の交
流と育児軽減に寄与したため、計画
どおり進捗していると評価した。

実施回数  　160回 【計画どおり達成】
事業を継続して実施し、保護者の交
流と育児軽減に寄与したため、計画
どおり進捗していると評価した。

児童虐待に関する専
門相談を希望する保
護者、児童虐待に対
応し専門相談を希望
する関係機関職員

精神疾患＇疑いも含む。（のある保護者と
児童虐待ケースに関わる関係者の相談に
応じ、精神科医のアドバイスを受けながら
今後のケースへの関わり方や支援方法を
探る。

年間
12回実施

年間
10回実施

【計画どおり進捗】
虐待防止の観点から、必要なケース
に対する専門相談として提供できて
おり、計画どおり進捗している。

年間
12回実施

【計画どおり達成】
保護者や関係機関職員と相談を行
うことにより、共通認識を持つことで
虐待の未然防止、再発、悪化防止
に寄与しており、計画どおり達成と
評価した。

虐待予防に関する関
係機関職員

児童虐待への理解と援助技術を高める研
修を実施する。

＇旧名称：児童虐待防止ケアシステム検討
会（

年２回実施 年２回実施
①虐待が疑われる家庭への対応
72人
②虐待・いじめ・不登校対応力アッ
プ　72人
※対象：いずれも区立小中学校生
活指導主任教諭

【計画どおり進捗】
関係機関職員の虐待に関する知識
と対応力の向上を目的として、事例
検討などの実践的な内容も盛り込む
ことで、意識共有と連携強化につな
がった。

年2回実施 【計画どおり達成】
関係機関職員の虐待に関する知識
と対応力の向上を目的として、事例
検討などの実践的な内容も盛り込む
ことで、意識共有と連携強化につな
がっており、計画どおり達成と評価し
た。

育児不安をかかえる
母親

育児不安をかかえる母親を対象にグルー
プワークにより、母親の悩みを受け止め、
支えあうよう支援を行う。

実施回数　60回 実施回数　　58回
参加者数　274人

【計画どおり進捗】
保護者の育児不安の軽減に寄与し
たことから計画どおりに進捗している
と評価した。

実施回数   60回 【計画どおり達成】
継続性して事業を実施し、保護者の
育児不安の軽減に寄与したことから
計画どおりに進捗していると評価し
た。

7-(1)-⑤［再掲］

親プログラム

子ども家庭支援センター

7-(1)-⑥

見守りサポート事業

子ども家庭支援センター

7-(1)-⑦［再掲］

子育てグループ育成・支援

健康福祉センター

7-(1)-⑧［再掲］

精神科医による虐待専門相談

子ども家庭支援センター

7-(1)-⑨［再掲］

児童虐待防止ケアシステム研
修会

子ども家庭支援センター

7-(1)-⑩［再掲］

育児不安をかかえる母親への
支援

健康福祉センター

7-(1)-④

虐待防止支援訪問事業

子ども家庭支援センター

事業番号・事業名・所管課
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【（２）ひとり親家庭に対する支援】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

ひとり親世帯、多子世
帯

民間賃貸住宅の情報提供を行うとともに、
入居を支援する。

継続 成約件数
ひとり親世帯　83件
多子世帯　23件

【概ね計画どおり進捗】 継続 【概ね計画どおり達成】
引き続き、ひとり親世帯や多子世帯
の居住の確保と安定を支援してい
く。

【計画どおり進捗】 【計画どおり達成】

児童扶養手当受給者
等

母子家庭の母の就業を支援するため、能
力開発に係る経費を助成する。

継続 申請件数
8件

継続 支援者数を見込むことは困難である
が、給付を行うことにより事業趣旨に
基づく効果を上げている。

児童扶養手当受給者
等

母子家庭の母に対し、就職の際に有利で
ありかつ生活の安定に繋がる資格を取得
するための養成期間の生活の負担軽減を
図る。

継続 受給者数
19人

継続 受給者数を見込むことは困難である
が、給付を行うことにより事業趣旨に
基づく効果を上げている。

児童扶養手当受給者
等

児童扶養手当受給者の自立を促進する
ため、個々の状況・ニーズ等に対応した自
立支援プログラムを策定し、児童扶養手
当受給者等に対する継続的な自立と就労
を支援する。

継続 策定数　　 10件
達成者数　5件

【計画どおり進捗】 継続 【計画どおり達成】
母子・父子自立支援員、就労支援
相談員、ハローワークの連携により、
ひとり親家庭の自立に向けた支援を
実施し、達成若しくは達成に向けた
支援過程で、効果を上げている。

ひとり親家庭の親と20
歳未満の子ども

ひとり親家庭の福祉の向上と健康増進に
資することを目的として、宿泊施設と日帰
り施設を「ひとり親家庭休養ホーム」として
指定し、無料又は低額で利用できるように
する。

継続 12歳未満　1,571人
12歳以上　1,093人

【概ね計画どおり進捗】
平成26年4月から事業内容を縮小し
たため、利用人数が減尐したが、事
業を継続的に実施し、ひとり親家庭
に余暇の機会を提供することで福祉
の向上に寄与している。

12歳未満：   1,600人
12歳以上： 　1,000人

【概ね計画どおり達成】
平成26年4月から事業内容を縮小し
たが、継続的に事業を実施してお
り、ひとり親家庭の福祉の向上と健
康増進に寄与していることから、概
ね計画どおり進捗と評価した。

ひとり親家庭等 ひとり親家庭等受給者の健康保険給付の
自己負担分のうち、一部負担金を除いて
助成する。

継続 受給者数　   4,569人
助成件数   61,604件

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

中学生以下の子ども
のいるひとり親家庭

日常生活を営むのに著しく支障のあるひ
とり親家庭に対して、ホームへルーパーを
派遣する。

継続 対象者　 26世帯
派遣日数　延688日

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗している。

派遣日数
延900日

【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施してきたことから、
計画どおり達成と評価した。

区内に居住する配偶
者のない女性＇貸付
要件あり（

資金の貸付により、女性の経済的自立と
安定した生活を図る。

継続　　貸付件数　　20件 継続　　貸付件数　　11件 【計画どおり進捗】 継続　　貸付件数　　16件 【概ね計画どおり達成】
区民に希望する福祉資金を貸付け
する事で、自立支援を進め安定した
生活に寄与していると評価した。

都内に6か月以上居
住し、20歳未満の子
どもを扶養している母
子家庭及び父子家庭

資金の貸付により、母子家庭及び父子家
庭の経済的自立と安定した生活を図る。
※平成26年10月1日から東京都条例の一
部改正により名称が変更になった。

継続　　貸付件数　 700件 継続　　貸付件数　 658件 【計画どおり進捗】 継続　　貸付件数　 650件 【概ね計画どおり達成】
区民に希望する福祉資金を貸付け
する事で、自立支援を進め安定した
生活に寄与していると評価した。

18歳までのひとり親家
庭等の児童＇障がい
がある場合は20歳（

ひとり親家庭等の児童の生活の安定と自
立の促進のため、保護者に手当を支給す
る＇所得制限・その他要件あり（。

継続 支給対象世帯数
3,995世帯

【計画どおり進捗】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり進捗していると評価した。

継続 【計画どおり達成】
ひとり親家庭の支援策として、継続
的に事業を実施していることから、
計画どおり達成していると評価した。

児童が18歳未満の母
子家庭で、児童の養
育が十分にできない
母及びその児童

施設の居室を提供し、生活支援、自立支
援を行う。

継続 施設数　2か所
在籍数　353世帯　806人

【計画どおり進捗】
平成26年度も母子家庭の支援策と
して、継続的に事業を実施している
ことから、計画どおり進捗している。

施設数　　2か所 【計画どおり達成】
母子家庭の支援策として、継続的に
事業を実施してきたことから、計画ど
おり達成と評価した。

7-(2)-①［再掲］

住宅情報ネットワーク

住宅政策課

7-(2)-②［再掲］

母子家庭自立支援訓練費助
成制度
福祉事務所

母子家庭自立支援教育訓練
給付金

7-(2)-⑤［再掲］

ひとり親家庭医療費助成

子ども政策課

7-(2)-⑥

ひとり親家庭ホームヘルプ
サービス

子ども政策課

7-(2)-⑦

女性福祉資金

福祉部管理課

7-(2)-⑧

母子及び父子福祉資金

福祉部管理課

7-(2)-⑨［再掲］

児童扶養手当

子ども政策課

7-(2)-⑩

母子生活支援施設

子ども政策課

母子家庭高等技能訓練促進
費

7-(2)-③［再掲］

ひとり親家庭就労支援プログ
ラム策定事業

福祉事務所

7-(2)-④

ひとり親家庭休養ホーム

子ども政策課

事業番号・事業名・所管課
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【（３）障がいの早期発見と要支援児の居場所づくり】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

生後1か月半から３か
月までの乳児及び保
護者＇全戸訪問（

乳児を抱える全ての家庭を訪問し、ブック
スタート＇絵本（の配布や、子育て支援に
関する情報提供を行うとともに、親子の心
身の状況や養育環境などを把握し、支援
が必要な家庭に対しては、適切なサービ
ス提供に結びつける。
※絵本の配布は平成24年1月で終了

訪問件数
1,350件

訪問件数
837件

【概ね計画どおり進捗】
出生通知票の提出率が伸び、新生
児訪問事業による専門職の訪問件
数が増加した結果、本事業の訪問
件数は減尐した。

訪問件数
830件

【計画どおり達成】
新生児訪問事業を乳児家庭全戸訪
問事業に位置づけたことで、専門職
による訪問が増加し、訪問時に必要
な助言、指導が行える状況になり、
充実した支援が提供できるように
なった。

産婦
生後28日以内の新生
児、養育上必要があ
ると認められる生後
120日以内の乳児

新生児と産婦を対象に、保健師又は委託
助産師が家庭訪問し、相談支援を行う。
産婦に対しては、産後うつ等のハイリスク
者を把握するため、出生通知票に簡易な
質問票を取り入れる。さらに、新生児訪問
時にスクリーニング票を用いて相談・支援
の充実を図る。

助産師　延2,200件
保健師　延　900件

助産師　 延2,572件
保健師　 延1,728件

【計画を越えて進捗】
出生通知票の変更および、全戸訪
問についての周知度が高まり、訪問
件数は増加。

助産師　　延2,570件
保健師　　延1,700件

【計画どおり達成】
25年度から乳児家庭全戸訪問に位
置づけを変え、また出生通知票を変
更したことで訪問件数が増加した。
専門職による家庭訪問によって、き
めこまやかな支援が提供される家庭
が増加したことになる。

乳幼児 運動発達遅滞、精神発達遅滞等が疑わ
れる乳幼児に対し、発達健康診査を実施
する。

実施回数　10回
20人

実施回数　5回
受診者数　7人

【計画の見直し・繰り延べ】
子ども発達支援センターの専門相
談に繋がるのも困難な養育困難家
庭の利用が主となってきており、子
どもの発達状況確認を通じて、支援
の方向性を検討するような健診へと
変わりつつある。

実施回数　10回
受診者数　10人

【計画の未達成】
診査対象者が尐なかったため目標
事業量に達していないが、子ども発
達支援センターの専門相談や医療
機関受診と並行して、発達障がいが
疑われる子どもの保護者に対して気
付きを促すなど、よりきめ細かい対
応を行うため、引き続き事業を実施
していく。

乳幼児に関わる相談
機関

発達の遅れの疑われる乳幼児に対する継
続した相談支援ができるようなシステムと
連携のあり方を検討する連絡、研修会を
実施する。

連絡会参加関係機関数
27機関
連絡会の開催
年2回

連絡会参加関係機関数
27機関
連絡会の開催
年2回

【計画どおり進捗】
連絡会を定期実施することにより関
係機関同士の連携が強化され、事
業目的を果たしていることから、計
画どおり進捗していると評価した。

連絡会の開催
年2回

【計画どおり達成】
連絡会を定期実施することにより関
係機関同士の連携が強化され、事
業目的を果たしていることから、計
画どおり達成したと評価した。

障がいのある児童・生
徒

障がいのある児童・生徒の特別な教育
ニーズに対応できる教育施設を整備す
る。

平成26年4月1日
特別支援学級＇情緒（を小学校
に開設＇1校（

平成26年4月1日
特別支援学級＇情緒（を小学校に開
設＇1校（

【計画どおり進捗】
計画どおりに特別支援学級を開設
した。

平成27年度からの新規計画に沿っ
て、特別支援学級の開設準備を行
う。

【計画どおり達成】
計画に沿って特別支援学級を開設
した。

小・中学校要請校及
び特別支援学級設置
校

特別支援学級や通常の学級に通う障がい
のある子どもたちの指導への補助を行う。

56名
小学校　20校
中学校　11校

56人
小学校　20校
中学校　11校

【計画どおり進捗】
配置を希望する小・中学校に確実
に配置した。

配置希望に応じて、基準に沿って、
配置する。

【計画どおり達成】
介添員の希望に対し、施設訪問等
の状況確認の上、基準に沿って配
置した。

要支援児 保育に欠けかつ特別な支援を要する児童
を、保育所で健常児とともに集団保育する
ことにより、社会性の成長発達を促進さ
せ、当該児童の福祉の向上を図る。

継続 継続
区立　41園128人
私立　39園 105人
＇平成26年度末現在（

【計画どおり進捗】
ほとんどの保育園で要支援児保育
を実施していることから、計画どおり
進捗していると評価した。

保育園全園で実施 【計画どおり達成】
ほとんどの保育園で要支援児保育
を実施していることから、計画どおり
達成していると評価した。

要支援児 区立保育園及び私立保育園に入所して
いる要支援児の保育状況の観察及び指
導助言を巡回して行う。

継続 継続
要支援児入所園で実施　80園
(平成26年度末現在（

【計画どおり進捗】
要支援児入所園の全てにおいて巡
回指導を実施しており、計画どおり
進捗していると評価した。

対象園全園で実施 【計画どおり達成】
要支援児入所園の全てにおいて巡
回指導を実施しており、計画どおり
達成していると評価した。

健常児とともに保護
育成生活が可能な児
童＇小学1年から3年
生、空きがある場合
は6年生まで（

放課後、保護者が就労等により家庭にい
ない児童に適切な遊び及び生活の場を
与え、健常児との交流を図る。また、要支
援児の受け入れ体制の整備については、
受け入れを行っている学童クラブの現状
を踏まえ、方向性を検討する。

全学童クラブで実施 平成26年4月1日現在受入状況
受入児童数　87人
受入施設数　28クラブ

【計画どおり進捗】
事業実績から、計画どおり進捗して
いると評価する。
平成27年度より学校地域連携担当
課へ移行。

終了 【事業終了】
学童クラブ機能があいキッズに移行
したため事業終了とした。

要支援児 学童クラブ、あいキッズに入会している要
支援児の状況の観察及び指導助言を巡
回して行う。

※学童クラブは平成26年度で終了
(旧事業名：学童クラブ要支援児巡回指
導)

継続 継続 【概ね計画どおり進捗】
指導員、介助員への障がいに関す
る知識向上のために、外部の専門
員の巡回指導を充実させ、児童の
状況に応じた指導ができるよう施設
と調整を図り計画を進める。

あいキッズにて継続 【概ね計画どおり達成】
要支援児の受け入れに必要なスキ
ルの向上につながるよう外部専門員
巡回指導の充実を図り施設状況や
児童状況に応じた巡回指導を計画
に基づき実施していると評価する

7-(3)-②〔再掲〕

新生児訪問指導・産後うつ対
応の充実

健康推進課

7-(3)-③［再掲］

乳幼児発達健康診査

健康推進課

7-(3)-⑦［再掲］

要支援児保育の実施

保育サービス課

7-(3)-⑧［再掲］

要支援児保育巡回指導

保育サービス課

7-(3)-⑨［再掲］

学童クラブにおける要支援児
受け入れ

子ども政策課

7-(3)-⑩［再掲］

あいキッズ要支援児巡回指導

学校地域連携担当課

7-(3)-④［再掲］

乳幼児発達の遅れに関する相
談及び支援関係機関連絡会

健康推進課

7-(3)-⑤［再掲］

特別支援教育対応施設の充
実

学務課

7-(3)-⑥［再掲］

特別支援教育介添員の配置

学務課

7-(3)-①［再掲］

こんにちは赤ちゃん訪問

健康推進課

事業番号・事業名・所管課
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対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内幼稚園 心身障がい児教育の充実を図るため、巡
回指導員が区立・私立幼稚園を巡回す
る。

区立・私立幼稚園を対象として
実施
20園

実施15園　19回
＇区立幼稚園2園3回、私立幼稚園
13園16回（

【概ね計画どおり進捗】
教諭・園児のフォローが図られた。

区立・私立幼稚園を対象として実施 【概ね計画どおり達成】
教諭・園児のフォローが図られた。

児童 障がい者との交流の機会を通して自主的
な福祉活動を促進する。

検討結果に基づく事業実施 福祉体験講習会の開催
50回開催　5743人参加
ふれあいコンサート1回　200人

【計画どおり進捗】 福祉体験22回
区民交流 1回

【計画どおり達成】
障がい者当事者を講師とし、各地域
で実施することによりノーマライゼー
ションの促進を図った。継続的かつ
定期的に実施されているため地域
に根差したものになっている。

障がい児 心身障がい児の地域生活を豊かなものに
する活動に対する支援事業

計21グループ 計16グループ 【概ね計画どおり進捗】 計17グループ 【概ね計画どおり達成】
グループ数、その活動回数ともに概
ね計画どおり実施し、障がい児の余
暇と豊かな生活に寄与した。

障がいのある乳幼児
とその保護者

障がい児の早期療育と保護者の支援を行
う。

継続
1施設

継続
1施設

【計画どおり進捗】 継続
1施設

【計画どおり達成】
障がい児と保護者の支援が目的で
あり、計画どおり進捗していると評価
した。

障がい児 障がい児の療育を行う団体への助成 継続
療育訓練事業　1施設
通所訓練事業　1施設

継続
療育訓練事業　1施設
通所訓練事業　1施設

【計画どおり進捗】 継続
療育訓練事業   １施設
通所訓練事業   １施設

【計画どおり達成】
助成により各団体の安定運営に寄
与しており、計画どおり進捗している
と評価した。

特別支援学級の児
童・生徒＇支給要件あ
り（

支給要件に該当する児童の保護者に対
し、学用品費の購入等に係る援助費を支
給する。

所得状況に応じた適切な経済
的支援を行っていく。

所得状況に応じた適切な経済的支
援を行っていく。

【計画どおり進捗】
該当する家庭に周知をし、希望者
には、支給した。

希望する申請者に対し、受給資格
を確認し、支給する。

【計画どおり達成】
希望する申請者全てに対し、支給し
た。

区内在住の障がいの
ある小・中・高校生等

障がいのある小・中・高生等が特別支援学
校等下校後に活動する場について確保
するとともに、障がい児がいる親の就労援
助と障がい児を日常的にケアしている家
族の一時的な休息を目的とする。

事業終了 事業終了 【事業終了】 ― 【事業終了】
平成25年度から法内施設へ移行
し、民間事業者による自主運営とな
るため、区事業は終了する。

発達に気がかりのあ
る区内在住の概ね15
歳までの子と家族

発達障がいについて相談から療育に至る
までの一貫した支援の中核的拠点として
専門相談員を配置し、発達支援の専門相
談、地域支援、関係機関の調整、個別支
援会議の開催等を行う。
①専門相談事業
②個別支援事業＇親支援事業・個別支援
調整会議（
③地域支援事業＇支援者研修事業・乳幼
児の発達を支援する関係機関連絡会＇発
達ネット（（
④乳幼児発達健康診査

・専門相談　年延680件
・個別支援
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議　年10回
・地域支援事業
　　支援者研修　年6回
　　発達ネット　年2回
・乳幼児発達健康診査　年10回

・専門相談　年延598件
・個別支援
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議 年5回
・地域支援事業
　支援者研修　年6回
　発達ネット　　年2回
・乳幼児発達健康診査 年5回

【計画どおり進捗】
継続して実施することで事業目的を
果たしており、計画どおり進捗して
いると評価した。

・専門相談
　年延825件
・個別支援事業
　親支援事業　年20回
　個別支援調整会議  年10回
・地域支援事業
　支援者研修 　年6回
　発達ネット　 　年2回
・乳幼児発達健康診査  年10回

【計画を超えて達成】
事業量としては計画を超えた実績が
あった。専門相談においては、相談
後の受け皿がないために、専門相
談で継続して支援せざるを得ない
状況になりつつある。
なお、都営三田線沿線の利便性向
上のため、週1回志村健康福祉セン
ターで出張相談を平成27年5月より
開始した。

指導員による児童の
集団への見守りの中
で健常児とともに放課
後等に活動すること
が可能な児童
小学1年生から6年生

放課後、保護者が就労等により家庭にい
ない児童に適切な遊び及び生活の場を
与え、健常児との交流を図る。
また、各小学校で屋外、室内、静かに過ご
す場所など目的別に拠点を設けてプログ
ラムを展開する。

継続 41校で76人 【計画どおり進捗】 必要に応じ、要支援児の受け入れ
に必要なスキルの向上につながる
機会の提供を適宜行っていくととも
に専門的知識経験を有する者によ
る巡回指導を実施する。
在校生の支援をするとともに学区域
内に居住する特別支援学校在籍児
童の受け入れも行う。

【計画どおり達成】
特別支援学級や特別支援学校の児
童に安心・安全な居場所を確保し、
他の児童たちと交流する機会を設
けることができた。今後も引き続き要
支援児の受け入れを行う。

区内在住の障がいの
ある小・中・高校生等

学校通学中の障がい児に対して、放課後
や夏休み等の長期休暇中において、生活
能力向上のための訓練等を継続的に提
供することにより、学校教育と相まって障
がい児の自立を促進するとともに、放課後
等の居場所づくりを行う。

利用者数
300人/月

利用者数
312人/月

【計画を超えて進捗】 387人/月 【計画を超えて進捗】
放課後等デイサービス事業所数が
20ヶ所となり、利用児童数が大幅に
増加しているため、計画を超えて進
捗していると判断した。

7-(3)-⑲［再掲］

あいキッズにおける要支援児
受け入れ

学校地域連携担当課

7-(3)-⑳

放課後等デイサービス事業

障がい者福祉課

7-(3)-⑬［再掲］

障がい児余暇活動支援事業

障がい者福祉課

7-(3)-⑭

障がい児通園施設の運営

障がい者福祉課

7-(3)-⑮

障がい児療育事業・通所訓練
事業

障がい者福祉課

7-(3)-⑯［再掲］

特別支援教育就学奨励費

学務課

7-(3)-⑰

障がい児いきいき活動支援事
業

障がい者福祉課

7-(3)-⑱ ［再掲］

子ども発達支援センター事業

健康推進課

7-(3)-⑪［再掲］

臨床心理士による幼稚園巡回
相談事業

学務課

7-(3)-⑫［再掲］

自主的福祉活動のきっかけづ
くり

障がい者福祉課

事業番号・事業名・所管課
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【（４）外国人の子どもに対する支援】

対　象 事業概要
平成26年度
目標事業量

平成26年度
実施状況

平成26年度
主管課による評価

平成27年度
実施状況（見込）

平成22～27年度についての
主管課による最終評価（見込）

区内在住外国人 日本語が十分でない区内在住外国人に
対し、窓口や学校等での通訳や申請書等
の翻訳を行う。

継続 継続
国際交流員
通訳63件・翻訳116件
ボランティア
通訳69件・翻訳56件

【計画どおり進捗】 継続 【計画どおり達成】
通訳や翻訳の依頼も多く、事業実
績から、計画どおり進捗していると
評価した。

外国人の妊婦 外国人の妊婦の希望者に外国語版母子
健康手帳を交付する。
＇英語・中国語・ハングル・タガログ語・タイ
語・スペイン語・ポルトガル語・インドネシア
語（

80件＇年間（ 68件＇年間（ 【計画どおり進捗】 80件＇年間（ 【概ね計画どおり達成】
事業の性質上、交付件数に増減が
あるので概ね計画どおり達成と評価
した。今後も事業は継続とする。

7-(4)-①

国際交流員・語学ボランティア
による通訳・翻訳

文化・国際交流課
＇公財（文化・国際交流財団

7-(4)-②

外国語版母子健康手帳の交
付

健康推進課

事業番号・事業名・所管課
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