
３　個別事業の進捗状況及び評価

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

1

子育て支援
総合コー
ディネート
事業

　「子育て支援館」に子育て
コーディネーターを配置し、各
種子育てサービスの情報収
集、インターネット等を活用し
た情報提供を行う。また、子
育てに関する相談を受け、
サービスの提供に必要な援
助や関係機関との連絡調整
を行う。

新
規

平成19年10月事業開
始予定

平成19年10月事業開
始予定

子育て支援館で、イン
ターネット等を活用した
子育て支援情報の提供
や子育てに関する相談
を実施し、助言・指導や
他関係機関との連絡調
整を実施した。

子育て支援館で、イン
ターネット等を活用した
子育て支援情報の提供
や子育てに関する相談
を実施し、助言・指導や
他関係機関との連絡調
整を実施した。

子育て支援館で、イン
ターネット等を活用した
子育て支援情報の提供
や子育てに関する相談
を実施し、助言・指導や
他関係機関との連絡調
整を実施した。

○ 5 保育支援課

2

子育て支援
関連ホーム
ページの運
営＇子育て
支援ホーム
ページ・子
どもホーム
ページ（

　各種子育て支援サービス等
が利用者に十分に周知され
るよう、ホームページを活用し
た子育て支援情報等の提供
を行う。また、子どもたちに
とって有益な情報が得られる
よう子どもホームページの掲
載内容の充実を図る。

拡
充

内容の更新、不審者情
報の提供＇県警の不審
者情報への直接リンク（
などを実施した。

外国語による情報提供
を充実した。

情報を更新するなど、
内容の充実を図った。
子どもホームページ
は、子ども交流館の
ホームページへ統合し
た。

H19年度　子ども交流館
ホームページへ統合

H19年度　子ども交流館
ホームページに統合

終 － こども企画課

3
子育てハン
ドブック作
成

　各種子育て支援サービス等
が、利用者に十分に周知され
るよう、「子育て支援」、「各種
助成制度」など、各種行政
サービス等の概要を説明した
冊子を、福祉事務所、保健セ
ンターなどで配布する。今後、
見やすい・わかりやすい冊子
とすため、掲載内容の見直し
など内容の充実を図る。

拡
充

内容の充実を図り、
17,500部を作成し、子育
て家庭や関係機関に配
布した。

内容の充実を図り、
17,500部を作成し、子育
て家庭や関係機関に配
布した。

21,000部作成

見直し内容：①表紙＇４
ページ（を両面カラー印
刷とし、「かかりつけ医
をもちましょう」など子育
てに関する情報を広く
紹介した。②子育てハ
ンドブックへ意見を募集
する記事を掲載した。
③掲載事業を見直すと
ともに、写真、地図、イ
ラストを効果的に掲載
することで紙面の構成
をもわかりやすくした。
30,000部作成

31,000部作成。各区役
所、保健福祉センター
等で配布。

○ 5

多くの子育て世帯に配
布できるよう、発行部数
を計画策定当初の約
1.8倍に増加しており、
情報提供の充実を図る
ことができた。

こども企画課

4
子育てマッ
プの作成

　各種の子育て支援サービス
が利用者に十分に周知され
るよう、行政、地域住民、地域
の子育て支援団体＇育児サー
クル、ＮＰＯなど（の協働によ
り、保育所、幼稚園などの公
立施設、小児科などの病院、
遊び場や地域ごとの子育てに
役に立つ情報を収集し、マッ
プを作成・配布する。

新
規

平成20年度実施予定 平成20年度実施予定
実施に向けての検討を
行った。

実施に向けての検討を
行った。

作成に向けた検討を行
い、２２年度開始予定。
(緊急雇用支出事業を
活用（

－ 3

平成22年度以内に千葉
市公式ホームページの
ちば案内マップに、子育
てに役立つ情報を追加
掲載できるように検討・
協議を進める。

こども企画課

5

子育て支援
情報紙「い
きいき子育
て」の発行

　年２回、幼児期からの家庭・
地域の教育力向上を図るた
め、子育て支援に関する情報
等を提供する。

維
持

7・12月に86,000部発行
した。

7・12月に各88,000部発
行した。

7・12月に各88,000部発
行した。

9月と1月に各88,000部
を発行した。

10月と3月に各88,000部
を発行

○ 4

同種の刉行物との整理
を行い、必要に応じ趣
旨・掲載内容等の見直
しを検討する。

こども企画課

基本目標１　子育て家庭の「育児力」の向上

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

計画期間の評価

実施状況 所管課達成状況、課題等

平成21年度

実施状況 進捗
状況

点数実施状況 実施状況 実施状況
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

計画期間の評価

実施状況 所管課達成状況、課題等

平成21年度

実施状況 進捗
状況

点数実施状況 実施状況 実施状況

6
子育て支援
館の運営

　親子の自由な交流・情報交
換の場、各種子育て相談、育
児講座、ファミリー・サポート・
センター事業など子育てを総
合的に支援する基幹型子育
て支援センターを整備する。

新
規

平成19年10月の開設に
向け、順調に整備を進
めている。

平成19年10月の開設に
向け、保留床＇土地分（
の取得及び先行取得用
地の公共用地取得事
業特別会計からの買戻
しを実施した。

平成19年10月開設に向
け、保留床＇建物（の取
得を実施した。

子育て支援館の運営を
行った。

子育て支援館の運営を
行った。

○ 5 保育支援課

7
地域子育て
支援セン
ター事業

　遊びを通じた親子のふれあ
いの場の提供、各種相談指
導、子育てサークルへの支
援、子育てに関する情報提供
を行う。

拡
充

市内5か所で事業を実
施し、１日１か所当たり
平均50人を超える親子
が利用した。

花見川区(ちどり保育園
内、10月開設、10月～
11月は電話相談のみ)、
緑区(明徳土気保育園
内、10月開設)に拡充
し、市内7か所で実施
し、延42,866人の児童
が利用した。

平成19年10月に「子育
て支援館」を開設し、プ
ランの数値目標である8
か所を達成した。

子育て支援館及び市内
７か所の保育所＇園（で
地域子育て支援セン
ター事業を実施した。

子育て支援館及び市内
７か所の保育所＇園（で
地域子育て支援セン
ター事業を実施した。

○ 5 保育支援課

8
子育てリ
ラックス館
運営事業

　家庭や地域での子育て支援
機能の強化、子育てへの不
安感や精神的負担感等の解
消を図るため、各区2館体制
とする。

拡
充

花見川区で２館目とな
る花見川・子育てリラッ
クス館を開設し、市内７
館で事業を実施した。

美浜区で２館目となる
幸町・子育てリラックス
館を10月に開設し、市
内８館で事業を実施し、
延33,945組の親子が利
用した。

緑区に１館開設し、９館
とするほか、開館日を
週６日とした。

中央区に１館開設し、
市内10か所で子育てリ
ラックス館運営事業を
実施した。

市内10か所で子育てリ
ラックス館運営事業を
実施するとともに、計画
通り「ぷらっと・おゆみ
野」の移転を行った。

○ 5 保育支援課

9

子育てサ
ポーター・
家庭教育ア
ドバイザー
配置事業

　子育てサポーターは、公民
館で活動している子育てサー
クルや家庭教育学級等の相
談、子育てに悩みや不安をも
つ親等保護者に対して、指導
または相談に応じる。また、
家庭教育アドバイザー＇臨床
心理士有資格者（は、必要に
応じ、専門的な立場から相談
に応じるほか、子育てサポー
ターへの助言等も行う。今後
とも、子育てサポーターの研
修等を通じて、質的向上を図
るとともに、本事業をより多く
の方に周知する。

維
持

子育てサロン事業「子
育てママのおしゃべりタ
イム」などを中心に、子
育てサポーターは延
500回、家庭教育アドバ
イザーは延24回の活動
を行なった。

子育てサロン事業「子
育てママのおしゃべりタ
イム」などを中心に、子
育てサポーターは延
545回、家庭教育アドバ
イザーは延25回の活動
を行なった。家庭教育
アドバイザー各区１名、
子育てサポーター各区
３名

子育てサロン事業「子
育てママのおしゃべりタ
イム」などを中心に、子
育てサポーターは延
490回、家庭教育アドバ
イザーは延24回の活動
を行った。

子育てサロン「子育てマ
マのおしゃべりタイム」
などを中心に、子育て
サポーターは延242回、
家庭教育アドバイザー
は延11回の活動を行っ
た。子育てサポーター
各区３名、家庭教育アド
バイザー各区１名

子育てサロン「子育てマ
マのおしゃべりタイム」
などを中心に、子育て
サポーターは延217回、
家庭教育アドバイザー
は延15回の活動を行っ
た。子育てサポーター
各区３名、家庭教育アド
バイザー各区１名。

○ 4

子育てに関する悩みを
持つ親等に対して、子
育てサポーターが相談
活動を行った。
今後は本事業をより多
くの方に周知していく。

生涯学習振
興課

10
乳幼児医
療費助成
事業

　保険診療の範囲内で、保護
者負担額を除いて医療費の
自己負担額を助成する。
【平成18年7月まで】
4歳未満児：通院、入院
4歳～小学校就学前児：継続
して7日以上の入院
【平成18年8月から】
小学校就学前児：通院、入院

維
持

平成17年度は、4歳未
満児の入院・通院及び
小学校就学前児の7日
以上の入院に対して、
579,518件助成した。

平成18年8月から、小学
校就学前児の通院・入
院まで助成対象を拡大
し、平成18年度は延
822,626件助成した

小学校就学前児の通
院・入院の医療費の一
部を保険診療の範囲内
で助成した。

小学校就学前児の通
院・入院の医療費の一
部を保険診療の範囲内
で助成した。

小学校就学前児の通
院・入院の医療費の一
部を保険診療の範囲内
で助成した。
また、市長マニフェスト
に基づき、平成22年度
から入院費の助成対象
を中学校修了まで拡大
することとした。

○ 5

平成22年10月から、入
院費の助成対象を中学
校修了まで拡大した
が、通院医療費の拡大
についても検討が必要
である。

こども企画課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

計画期間の評価

実施状況 所管課達成状況、課題等

平成21年度

実施状況 進捗
状況

点数実施状況 実施状況 実施状況

11
児童手当
支給事業

　家庭生活の安定と児童の健
全育成を図るため、「児童手
当」を支給する。
第１子・第２子＇３歳未満（
10,000円＇月額（
＇３歳～小学校修了前（
5,000円＇月額（
第３子以降 ＇０歳～小学校修
了前（
10,000円＇月額（
　【平成18年3月まで】  小学
校３学年修了前まで
　【平成18年4月から】  小学
校修了前＇12歳到達後の最
初の年度末（まで
　【平成19年4月から】　乳幼
児加算創設　＇３歳未満　一
律１万円（

維
持

平成17年度は、小学校
第3学年修了前の児童
延666,046人に助成し
た。

平成18年4月から、小学
校修了前まで助成対象
を拡大するとともに所得
制限を緩和し、平成18
年度は延881,191人に
助成した。

平成19年4月から、乳幼
児加算を創設し、0歳か
ら3歳未満児に対する
児童手当の月額を一律
1万円とした。

小学校修了前までの児
童を養育する方に手当
を支給した。

小学校修了前までの児
童を養育する方に手当
を支給した。

○ 5

適切な支給事業の遂行
により、子育て世帯の
経済的支援に資するこ
とができた。

こども企画課

12
出産育児
一時金

　出産費用の負担を軽減する
ため、国民健康保険被保険
者の出産時に、出産児１人に
つき35万円＇産科医療補償制
度対象の場合は38万円（の
出産育児一時金を支給する。
　【平成18年10月から】　35万
円
　【平成21年1月から】　産科
医療補償制度対象の場合は
38万円

維
持

30万円の出産育児一
時金を1,398件支給し
た。

30万円＇18年10月1日
以降の出産は35万円（
の出産育児一時金を
1,320件支給した。

出産育児一時金を
1,379件支給した。

出産育児一時金を
1,343件支給した。

出産育児一時金を
1,210件支給した。

○ 5

平成21年10月から直接
支払制度が開始され、
妊婦・出産期の父母へ
の経済的負担を軽減
し、安心して出産できる
ことを目的として実施し
た。

健康保険課

13
出産費貸
付金

　出産育児一時金の支給が
見込まれる場合に、35万円
＇産科医療補償制度対象の
場合は38万円（を限度として、
出産に要する資金を貸付け
る。
　【平成18年10月から】　35万
円
　【平成21年1月から】　産科
医療補償制度対象の場合は
38万円

維
持

185件の「出産費貸付」
を行った。

242件の出産費貸付を
行った。(18年10月より、
貸付限度額を30万円か
ら35万円とした。)

150件の出産費貸付を
行った。

72件の出産費貸し付け
を行った。

45件の出産費貸し付け
を行った。

○ 5

妊婦・出産期の父母へ
の経済的負担を軽減
し、安心して出産できる
ことを目的として実施し
た。

健康保険課

14 助産施設
　助産施設へ入所し、出産し
た妊産婦に助産費用を支出
する。

維
持

助産施設へ入所し、出
産した妊産婦に助産費
用を支出した。

助産施設へ入所し、出
産した妊産婦に助産費
用を支出した。＇34件（

助産施設へ入所し、出
産した妊産婦に助産費
用を支出した。＇２施
設、延べ24人（

助産施設へ入所し、出
産した妊産婦に助産費
用を支出した。３施設、
延べ29人

助産施設へ入所し、出
産した妊産婦に助産費
用を支出した。＇3施設
延べ33人（

○ 3

経済的に入院助産を受
けられない妊産婦に対
し、助産施設へ入所し、
出産した妊産婦に助産
費用を支出するなど、
母及び児童の福祉の向
上を図っている。

健全育成課

15

私立幼稚
園就園奨
励費補助
金＇市卖、
国庫補助（

　市内私立幼稚園及び周辺
市外私立幼稚園に就園する
園児の保護者に対し、助成金
を支給することにより、保護者
の経済的負担を軽減し、幼稚
園就園を奨励する。

拡
充

私立幼稚園児　17,573
人に補助を実施した。

私立幼稚園児　17,654
人に補助を実施した。

私立幼稚園児　17,614
人に補助を実施した。

私立幼稚園児　17,634
人に補助を実施した。

私立幼稚園児　17,087
人に補助を実施した。

○ 5

・国庫補助事業の拡充
に対応し、補助を拡充し
た。
・一般財源の確保

保育支援課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

16
子ども交流
館の運営

　児童の健全育成の拠点施
設として、市内の中心部に、
子どもたちの交流の場、ス
ポーツ・音楽など、子どもたち
のさまざまな活動を支援する
ため、児童センターを設置す
る。

新
規

平成19年10月の開設に
向け、順調に整備を進
めている。

平成19年10月の開設に
向け、順調に整備を進
めるとともに、保留床
＇土地分（の償還を実施
した。

H19.10.20 運営開始
＇H19年度来館者数
56,203人（

指定管理委託料及び管
理組合負担金。
利用者数　延べ123,647
人、登録者数20,319人

指定管理委託料及び管
理組合負担金。
利用者数　延べ123,453
人、登録者数14,908人

○ 4

平成19年10月に開設し
利用者数は安定してい
るが、今後も利用者の
ニーズに応えられる運
営を目指す。

こども企画課

17
地域子ども
教室推進
事業

　子どもたちの居場所を確保
し、子どもたちの放課後、ス
ポーツや文化活動などの
様々な体験活動や地域住民
との交流活動等を支援する。

維
持

13校で開設した。＇千葉
市地域教育力再生プラ
ン運営協議会主催（

市内120小学校におい
て実施した。＇千葉市地
域教育力再生プラン運
営協議会主催（

地域子ども教室は終了
している。平成19年度よ
り新規事業として｢放課
後子ども教室推進事
業」＇国庫補助授業（を
市内120小学校で、実
施している。

１８年度で終了＇国の委
託事業（

18年度で終了＇国の委
託事業（

終 5
平成18年度　全小学校
で実施

生涯学習振
興課

18
特別教室
開放推進
事業

　土・日曜日に、学校の特別
教室を開放し、子どもの居場
所を作る。平成17年度のモデ
ル事業終了後、19年度、要綱
を策定し、花見川区と緑区で
実施している。

維
持

瑞穂小学校＇花見川
区（、扇田小学校＇緑
区（で実施した。

瑞穂小学校＇花見川
区（、扇田小学校＇緑
区（で実施した。

瑞穂小学校＇花見川
区（、扇田小学校＇緑
区（で実施。平成19年
度に要綱を整備し、利
用対象者を中学校区か
ら行政区での利用に拡
充した。

瑞穂小学校＇花見川
区（、扇田小学校＇緑
区（で実施した。

瑞穂小学校＇花見川
区（、扇田小学校＇緑
区（で実施した。

○ 4
地域における子どもの
居場所を確保できた。

生涯学習振
興課

19
公民館主
催事業＇尐
年教育（

　公民館主催の尐年教育事
業の一環として、尐年に学習
機会を提供するための講座を
開設する。今後とも、子どもた
ちの学習ニーズにより対応し
た講座の開設を図る。

維
持

尐年を対象に、工作教
室など171事業の各種
学習機会を提供した。

尐年を対象に、工作教
室など163事業の各種
学習機会を提供した。

「尐年教育」に関する事
業を47公民館において
実施。

子ども科学教室など270
事業を実施した。延受
講者数8,547人。

子ども科学教室など302
事業を実施した。延受
講者数8,749人。

○ 5

事業数、延受講者数、
ともに増加傾向にあり、
今後も引き続き実施し
ていく。

生涯学習振
興課

20

公民館等
における指
導者及び
各種ボラン
ティア養成

　団体・グループ活動の中心
となるリーダー等の養成の一
環として、子どもを対象とする
活動に携わるリーダー・ボラ
ンティアの養成を図り、各種
活動の充実に努めるととも
に、社会のニーズにより適合
した講習会等の充実を図る。

拡
充

５事業を実施し、107人
が修了した。

５事業を実施し、87人が
修了した。

ジュニアリーダー等の
養成講座の実施。

ジュニアリーダー養成
講座など4事業を実施し
た。延受講者数329人。

ジュニアリーダー養成
講座など3事業を実施し
た。延受講者数107人。

○ 4

今後も引き続き、子ども
に関する活動を行う市
民を対象に研修や講座
を実施していく。

生涯学習振
興課

21
子どもルー
ム整備・運
営事業

　小学校低学年の児童を対
象に授業終了後に遊び及び
生活の場を提供するため、小
学校の空き教室及び民間施
設等を活用し整備する。施設
整備は、原則、全小学校区に
子どもルームを設置すること
を目標とし、併せて狭隘、老
朽化施設の改善も図る。運営
については、指導員の適正配
置、指導体制の充実を図ると
ともに、処遇の改善を行う。

拡
充

高洲第四小、横戸、本
町、花見川第三小の4
か所を整備し、97か所
で実施した。また、施設
改善を２か所で実施し
た。

美浜打瀬小、土気小、
畑小、柏井小、大厳寺
の5か所で新規開設し、
開設ルーム数を97か所
から102か所とした。ま
た、幕張東子どもルー
ムの施設改善を行っ
た。

登戸、犢橋、白井小の
３か所を新規に開設し、
開設ルーム数を102か
所から105か所とした。
また、施設改善を３か
所＇幕張西、高洲第４
小、桜木（、保健セン
ター跡施設２か所＇蘇
我、高洲（を活用し、施
設改善＇蘇我第２ルー
ム、海浜稲毛（を実施し
た。

１か所＇真砂第４小（を
新規開設、１か所を増
設したほか、施設改善
を２か所実施した。開設
ルーム数　105→106小
学校区、112→114か所

２か所＇坂月小、平山
小（を新規開設、１か所
を増設したほか、施設
改善を５か所実施した。
開設ルーム数　114→
117か所、小学校区
105→107＇平成22年4
月1日現在（

○ 5

計画的な整備により107
小学校区、117か所で
実施しており、放課後
の遊び及び生活の場を
提供し、指導員の活動
支援の下で児童の健全
育成を図っている。新
設のほか、増設や施設
改善も増えており、目標
の達成は困難である。

健全育成課

実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 点数 達成状況、課題等

基本目標２　地域の「育児力」の向上

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

22
保育所所
庭の休日
開放

　休日に保育所の所庭等を開
放し、利用できるようにする。

新
規

－

他市の状況や市民の
意識について調査を行
い、実施に向けて検討
を行った。

就学前の子どもの居場
所としての実態及び
ニーズを把握し事業の
必要性を含め、管理･運
営方法について検討し
た。

平日の開放をすでに実
施しており、また、新た
に休日に実施すること
による利用ニーズや開
放時の管理体制等運
営上の問題から実施を
見送り、方針等を見直
す方向で検討することと
した。

平日の開放をすでに実
施しており、また、新た
に休日に実施すること
による利用ニーズや開
放時の管理体制等運
営上の問題から実施を
見送り、方針等を見直
す方向で検討することと
した。

× 1

平日の開放をすでに実
施しており、また、新た
に休日に実施すること
による利用ニーズや開
放時の管理体制等運
営上の問題から実施を
取りやめ、後期計画へ
の計上を見送った。

保育運営課

23
青尐年育
成委員会
活動事業

　市内56中学校区青尐年育
成委員会から受けた申請を
精査し、活動の費用を補助す
る。

拡
充

各青尐年育成委員会に
おいて、危険箇所や溜
まり場等の巡回点検活
動等を実施した。

市内56中学校区に設置
されている、青尐年育
成委員会へ活動費を助
成した。

市内56中学校区に設置
されている青尐年育成
委員会へ活動費を助成
した。

市内56中学校区に設置
されている青尐年育成
委員会へ活動費を補助
した。

市内56中学校区の育
成委員で構成される青
尐年育成委員会へ活
動費を補助した。

○ 5

地域の子どもは地域で
育てることを目標に、各
中学校区において、青
尐年の健全育成事業を
展開し、大きな成果をあ
げている。また、地域の
環境浄化にも力を入
れ、非行の早期発見や
防止に貢献している。

健全育成課

24
青尐年相
談員活動
事業

　青尐年相談委員が行う各事
業を支援するため、費用を補
助する。

維
持

青尐年相談員協議会に
おいて、研修活動や球
技大会等の青尐年育
成活動を推進した。

市内56中学区の青尐
年相談員で構成される
青尐年相談員連絡協
議会へ活動費を助成し
た。

市内56中学区の青尐
年相談員で構成される
青尐年相談員連絡協
議会へ活動費を助成し
た。

市内56中学区の青尐
年相談員で構成される
青尐年相談員連絡協
議会へ活動費を補助し
た。

市内56中学区の青尐
年相談員で構成される
青尐年相談員連絡協
議会へ活動費を補助し
た。

○ 5

各中学校区の青尐年
相談員が主体となっ
て、地域における青尐
年育成活動を積極的に
推進しており、参加した
青尐年からも好評を得
ている。

健全育成課

25

ウィークエ
ンドふれあ
い広場事
業

　完全学校週五日制に対応し
た事業として、青尐年相談員
が中心となって、地域の子ど
もたちを対象に、凧づくりや折
り紙などの文化的制作・体験
活動を行う。

拡
充

市内の56中学区中、36
中学区において、工作
教室・料理教室等の40
事業が実施され、延
1,612人が参加した。

市内33中学区におい
て、各学区の青尐年相
談員が中心となり、週
末の子どもの居場所作
りなどに対応する事業
を、公民館等で合計39
事業を実施した。

市内39中学区におい
て、各学区の青尐年相
談員が中心となり、週
末の子どもの居場所作
りなどに対応する事業
を、公民館等で合計43
事業実施した。

１9年度末事業終了 19年度事業終了 終 － 健全育成課

26

公民館完
全学校週
五日制対
応事業＇講
座等（

　完全学校週五日制の導入
を契機とし、新たに学校休業
日となった土曜日を中心に、
児童生徒、一部その保護者と
ともに参加できる「体験型」の
学習の場を提供する。それぞ
れの講座について、子どもた
ちのニーズにより対応したも
のになるよう、その充実を図
る。

維
持

236の主催事業を実施
するとともに、公民館施
設の一部開放やクラブ・
サークル活動等への参
加などを通じ、子どもた
ちの豊かな体験活動を
支援した。

274の主催事業を実施
するとともに、公民館施
設の一部開放や、クラ
ブ・サークル活動等へ
の参加を通じ、子どもた
ちの豊かな体験活動を
支援した。

完全学校週五日制対
応事業として、土曜日
におけるこどもを対象と
した公民館主催事業及
びクラブ等への参加を
47公民館において実
施。

子どもチャレンジ教室な
ど184事業を実施した。
延受講者数6,442人。

子どもチャレンジ教室な
ど132事業を実施した。
延受講者数4,638人。

○ 5

週末の子ども達の活動
を支援し、子どもの居場
所づくりのため、講座を
全公民館(47館（で実施
した。

生涯学習振
興課

27
体育指導
委員事業

　小学校地区ごとに体育指導
委員を委嘱し、子ども、高齢
者を含む地域住民を対象とし
たレクリエーション･スポーツ
活動の企画･運営・指導を行
う。

維
持

120小学校地区で体育
行事＇地区体育祭、地
区スポーツ教室、バ
レーボール、グラウンド
ゴルフなど（に延
153,731人の市民が参
加し、スポーツ活動を
行った。

120小学校地区で体育
行事＇地区体育祭、地
区スポーツ教室、バ
レーボール、グラウンド
ゴルフなど（を行った。

120小学校地区で体育
行事＇地区体育祭、地
区スポーツ教室、バ
レーボール、グラウンド
ゴルフなど（を行った。

120小学校地区で体育
行事＇地区体育祭、地
区スポーツ教室等（を
実施した。

120小学校地区で体育
行事＇地区体育祭、地
区スポーツ教室等（を
実施した。

○ 5

120小学校地区で体育
行事を行ったり、市内
21のブロックに分けて
尐年球技大会を行った
りするなど、毎年継続し
て開催できた。今後の
課題として、体育指導
委員の高齢化が進み、
人材確保、育生が考え
られる。

社会体育課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

28

スポーツ施
設管理事
業＇スポー
ツ広場等（

　子ども、高齢者を含む地域
住民が、気軽にスポーツ等に
親しむ環境づくりを目指し、ス
ポーツ広場･運動広場の管理
運営を行う。

維
持

スポーツ広場＇2か所（、
運動広場＇22か所（で延
べ199,165人の市民が
スポーツ活動を行った。

スポーツ広場＇2か所（、
運動広場＇21箇所（の
管理・運営を行った。

スポーツ広場＇2か所（、
運動広場＇21か所（の
管理・運営を行った。

スポーツ広場＇2か所（、
運動広場＇21か所（でス
ポーツ活動を行った。

スポーツ広場＇2か所（、
運動広場＇20か所（でス
ポーツ活動を行った。

○ 5

運動広場の設置箇所
数が22か所から20か所
に減ったものの、ほぼ
現状維持を保つことが
できた。今後も引き続き
スポーツの場の確保を
維持していきたい。

社会体育課

29
学校体育
施設開放
事業

　スポーツの場の不足を解消
するため、学校体育施設を開
放し、市民の体力づくり及びコ
ミュニティ活動の振興を図り、
市民が手軽に多様なスポー
ツ･レクリエーションを行える
場をつくる。

拡
充

小学校120校の校庭・
体育館の開放、中学校
56校の校庭・体育館の
開放、中学校武道場の
11施設の開放、中学校
校庭夜間6施設の開
放、小・養護学校プー
ル50施設の開放を行
い、延2,208,531人の市
民がスポーツ・レクリ
エーションを楽しんだ。

小学校119校の校庭・
体育館の開放、中学校
56校の校庭・体育館の
開放、中学校武道場11
施設の開放、中学校校
庭夜間開放6施設、小・
養護学校プール45施設
の開放を行った。

小学校120校の校庭・
体育館の開放、中学校
56校の校庭・体育館の
開放、中学校校庭夜間
開放6施設、小・養護学
校プール46施設の開放
を実施した。

小学校120校の校庭・
体育館の開放、中学校
56校の校庭・体育館の
開放、中学校武道場11
施設の開放、中学校校
庭夜間開放6施設の開
放を行った。

小学校120校の校庭・
体育館の開放、中学校
56校の校庭・体育館の
開放、中学校武道場11
施設の開放、中学校校
庭夜間開放6施設の開
放を行った。

○ 5

年間利用者数は前年と
概ね同じであり、事業と
しては定着しているが、
体育館・校庭のスペー
スを有効活用して、新
規団体を積極的に受け
入れ利用者の拡大をは
かる。

社会体育課

30
公民館整
備

　子ども対象の講座や市民の
ための各種講座を行うととも
に、地域の拠点としての学習
活動の場を提供する。

拡
充

公民館・新築　１か所、
移転改築　１か所

住民の生涯学習ニーズ
に対応するための場の
提供と公民館未設置地
区の解消を図るため、
泉谷・有吉中学校区を
所管する大型館として
「おゆみ野公民館」を建
設した。新設１館

19年度は整備予定なし 20年度は整備なし

真砂公民館＇仮称（用
地は、現在交渉中、お
ゆみ野第二公民館＇仮
称（用地は取得済。

○ 5

計画どおり、１か所を新
築＇おゆみ野公民館（、
１か所を改築＇白井公
民館（した。

生涯学習振
興課

31
図書館整
備

　図書館資料の提供及び地
域の拠点として学習活動の場
を提供する。

拡
充

泉分館を整備 - 19年度は整備予定なし 事業予定なし 事業予定なし × －
第2次5か年計画見直し
に伴い、先送り

中央図書館
管理課

32

学校・家
庭・地域連
携まちづく
り推進事業

　学校･家庭･地域の三者が
連携して、各地域の特色ある
地域活動を推進することに
よって、子どもの地域に対す
る愛着をはぐくむ。

拡
充

地域参加者　3,400人、
保護者　5,000人、児童
生徒　36,700人が参加
した。

花いっぱい活動、地域
清掃活動等を56中学校
区で実施した。地域参
加者　3,500人、保護者
5,200人、児童生徒
40,600人が参加した。

花いっぱい活動、地域
清掃活動等を56中学校
区で実施した。地域参
加者、保護者、児童生
徒が参加。

全５６中学校区で活動
を実施した。

全56中学校区で活動を
実施した。

○ 4
限られた予算のなか
で、充実した活動を行う
ための工夫。

指導課

33
保育所(園)
地域活動
事業

　保育所の専門機能を活用
し、世代間交流、異年齢交
流、育児講座等を実施する。
今後、実施保育所数の増等
事業の拡充を図る。

拡
充

市内90か所の保育所
＇園（で事業を実施し、
延29,083人が参加し
た。

市内90か所の保育所
＇園（で事業を実施し
た。

グレース保育園・みらい
保育園の開園により2
か所増え、計92か所で
実施した。

地域住民を対象に育児
講座や異年齢交流等を
行った。平成20年度に
5,041回の地域活動を
実施。

公立60か所、民間33か
所で実施した。

○ 5

新設小規模保育園以
外の全保育所＇園（で実
施した。後期計画にお
いても、引き続き、一部
の小規模保育所を除く
全園での実施に努め
る。

保育運営課

34
子育て
フォーラム
への支援

　地域における子育て支援の
地域ネットワークの構築など
を視野に入れ、地域に活動し
ているさまざまな団体、個人
が、子育て支援の情報交換
の場として実施している地域
の子育てフォーラムを支援す
る。

新
規

－
モデル的に緑区、稲毛
区でミニフォーラムを実
施した。

引き続き、モデル的にミ
ニフォーラムを実施する
とともに、新たに若葉区
に設置した。＇美浜区
は、準備会の設置（

モデル的にミニフォーラ
ムを実施した。＇稲毛区
４回、緑区１回、美浜区
９回（

4区に設置されたモデル
的なミニフォーラムの実
施を支援。
稲毛区0回、若葉区2
回、緑区1回、美浜区5
回。

○ 3

ミニフォーラムの設置数
を増やし、各フォーラム
が連携できるよう全市
的なネットワークの構築
に向けた取り組みが必
要である。

こども企画課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

35
地域保健
推進員活
動

　地域保健推進員(市長委嘱
のボランティア)が２か月児を
訪問する。

維
持

2か月児の家庭9,356件
を、地域保健推進員
174人で訪問し、母子保
健サービスの紹介等を
実施した。

2か月児の家庭9,227件
を、地域保健推進員
174人で訪問し、母子保
健サービスの紹介等を
実施した。

2か月児の家庭を、地
域保健推進員174人で
訪問し、母子保健サー
ビスの紹介等を実施し
た。

2か月児の家庭を、地
域保健推進員174人で
訪問し、母子保健サー
ビスの紹介等を実施し
た。

2か月児の家庭を、地
域保健推進員181人で
訪問し、母子保健サー
ビスの紹介等を実施し
た。

○ 5
地域保健推進員の２か
月児訪問を実施した。

健康企画課

関係各課と協議を実施
した。

子ども・子育てに関する
活動等の地域貢献活
動に関する情報内容等
の調査を実施した。

調査、研究の実施
実施にあたっての調
査、研究を行った。

情報提供方法について
検討を行った。

－ 2

　庁内ネットワーク
＇CHAINS（内に「職員の
子育て支援のホーム
ページ」を作成したが、
データベース化等は実
施できなかった。
　なお、第２期計画＇平
成22年度から（におい
て、各事業所管課は、
庁内ネットワークを活用
して、市職員に情報を
提供し、活動への参加
を促進することとしてい
る。

給与課

関係各課と協議を実施
した。

子ども・子育てに関する
活動等の地域貢献活
動に関する情報内容等
の調査を実施した。

調査、研究の実施 調査、研究を実施した。 調査、研究を実施した。 － 3

地域における子ども・子
育てに関する情報の収
集と、市職員に対する
動機付け等の検討が必
要となる。

こども企画課

関係各課と協議を実施
した。

子ども・子育てに関する
活動等の地域貢献活
動に関する情報内容等
の調査を実施した。

調査、研究の実施
生涯学習センターで生
涯学習ボランティア情
報等を提供した。

生涯学習センターで生
涯学習ボランティア情
報等を提供した。

○ 4

生涯学習センターにお
いて、生涯学習ボラン
ティアの情報収集を行
うとともに、情報等の提
供を行った。

生涯学習振
興課

37

ファミリー・
サポート・
センター事
業

　子どもを預かってほしい会
員に対して、育児を応援をし
たい会員を紹介し、会員相互
の援助活動を支援する。今
後、事業内容の拡充を図る。

拡
充

平成17年度末の会員
数は2,178人。17年度
は、提供・両方会員登
録時の基礎研修会を全
て託児付きとし、研修会
に参加しやすいよう配
慮した。相互援助活動
件数は10,118件。

平成18年7月に地区の
会員の世話役として、
既会員の中から各区に
1人ずつ計6人のサブ・
リーダーを配置した。平
成18年度末の会員数
は2,500人。相互援助活
動件数は11,281件。

平成19年10月の「子育
て支援館」の開設にあ
わせ、指定管理者によ
りファミリー・サポート・
センター事業を行い、土
日開館、火曜定休とし
た。

子育て支援館でちばし
ファミリー・サポート・セ
ンターを運営した。

子育て支援館でちばし
ファミリー・サポート・セ
ンターを運営した。

○ 5 保育支援課

36

子どもや子
育てに関す
る市職員の
地域貢献
活動

　子ども・子育てに関する活
動等の地域貢献活動に関す
るデータベースを作成し、庁
内ネットワークを活用して、市
職員に情報を提供して、活動
への参加を促進する。

新
規
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

38
保育所の
整備等

①保育所の新設
　　 待機児童が多く見込まれ
る大規模開発地区等に保育
所を新設する。
②保育所の増改築
　　老朽化等による市立保育
所・民間保育園の改築時に定
員を増やす。
③保育所の定員変更＇定員
増（
　　待機児童が発生し、又は
発生が見込まれる保育所の
定員を増やす。
④保育所定員の弾力化
　　 定員の弾力化＇施設・設
備等の基準を満たす範囲内
で、定員を超えて保育を行
う。（を継続して実施する。
※公立保育所のあり方　　保
育所の整備を計画的に推進
し、効率的な運営を図るため、
民営化を含め、公立保育所の
あり方を検討する

拡
充

定員変更による255人
の定員増と弾力化によ
る受入れ児童の拡大を
図った。土気地区新設
保育園の18年４月開園
に向けた助成を行った。

明徳土気保育園の開園
及び定員変更による
111人の定員増のほ
か、弾力化による受入
れ児童の拡大を行っ
た。打瀬地区とおゆみ
野地区の新設保育園の
19年4月開園に向けた
施設整備助成を行っ
た。

グレース・みらい保育園
の開園(各120人（及び
定員変更＇30人（による
270人の定員増のほ
か、弾力化による受入
れ児童の拡大を図っ
た。

かまとり保育園＇緑区（
の開園＇90人（、増改築
＇30人（定員変更＇30人（
による150人の定員増
のほか、弾力化による
受入れ児童の拡大を
図った。また、平成21年
４月開園の小規模保育
所＇6か所、定員数224
人（の整備等を行った。

小規模保育所の開園
＇224人（、増改築＇７人（
による231人の定員増
のほか、弾力化による
受入れ児童の拡大を
図った。また、平成22年
４月開園予定の小規模
保育所等６か所を整備
している。

○ 5
平成２１年５月で入所児
童数11,021人を達成

保育支援課

39
休日保育
事業

　日曜・祝日及び年末の保育
需要に対応するため、休日の
保育を認可保育所において実
施する。

拡
充

市内１か所の保育園で
休日保育を実施し、延
692人の児童が利用し
た。

市内1か所の保育園で
休日保育を実施し、延
818人の児童が利用し
た。

グレース保育園・みらい
保育園の開園により2か
所増え、計3か所で実施
した。

例年と同様民間保育園
３か所で実施。

民間保育園３か所で実
施した。

○ 3

６園＇各区１か所（にお
いて実施する計画のと
ころ、３園での実施に留
まっている。後期計画に
おいても、引き続き、実
施か所数の増に努め
る。

保育運営課

40
一時・特定
保育事業

　保護者の断続的・短時間就
労等や疾病、冠婚葬祭等、ま
たは育児疲れ等の保育需要
に対応するため、認可保育所
において一時的に保育サービ
スを実施する。
　【一時保育】　主に緊急・一
時的利用＇原則１か月当たり７
日限度（
　【特定保育】　パート就労等
で継続的に利用＇週２日また
は週３日（

拡
充

市内16か所の保育所
＇園（で一時保育を実施
し、延39,749人の児童
が利用した。また、国の
制度改正により、「特定
保育」を新たに導入す
べく、基礎調査をはじ
め、制度変更に伴う準
備作業を実施した。

従来の一時保育を見直
し、事業充実を伴う「一
時・特定保育事業」に制
度変更を行った。平成
18年4月に、緑区に1か
所拡充し、市内17か所
で実施し、延41,309人の
児童が利用した。

みらい保育園の開園に
より1か所増え、計18か
所で実施した。

慈光保育園＇中央区（の
増加により公立４か所、
民間15か所の19か所で
実施

公立4か所、民間15か
所で実施した。

○ 5

２３か所において実施す
る計画のところ、１９か
所での実施に留まって
いる。後期計画におい
ても、引き続き、実施か
所数の増に努める。

保育運営課

41
延長保育
事業

　保護者の勤務条件や家庭
の事情などにより、通常の保
育時間＇午前７時から午後６
時まで（を超えて保育を必要と
する児童について、午後８時
＇一部の保育所は午後７時（ま
で保育を行う。現在午後７時
まで実施している保育所につ
いては、午後８時までの時間
延長を検討する。

拡
充

1時間延長＇～19時（を
47か所、2時間延長＇～
20時（を41か所で実施し
た。

明徳土気保育園の開園
及び市立土気保育所の
廃止により、1時間延長
＇～19時（を46か所、2時
間延長＇～20時（を42か
所で実施した。

グレース保育園・みらい
保育園の開園により、2
時間延長が2か所増え、
1時間延長＇～19時（を
46か所、2時間延長＇～
20時（を44か所で実施し
た。

かまとり保育園の開園
により２時間延長施設
が１か所増。

民間保育園６園の開園
により実施施設が６か
所増え、公立５８か所、
民間３９か所で実施し
た。

○ 5

待機児童対策のための
施設整備の増加に伴
い、計画数を超える園
において実施した。後期
計画においても、引き続
き、実施か所数の増に
努める。

保育運営課

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

基本目標３　仕事と家庭の両立支援

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

42
産休明け保
育事業

　産休明けにより保育に欠け
ることとなる乳児について、指
定する市立保育所・民間保育
園において通常の保育時間
の範囲内で保育を行う。

拡
充

市立9か所、私立27か
所で実施した。

指定保育所制度を廃止
し、乳児保育を実施する
すべての保育所＇市立
57か所、私立30か所（で
受入れ体制を整備し
た。

グレース保育園・みらい
保育園の開園により2か
所増え、市立57か所、
私立32か所で実施し
た。

かまとり保育園＇緑区（
の開園により、１か所増
え、市立57か所、私立
33か所で実施した

公立５７か所　私立３９
か所で実施し、公立１５
か所２０名・私立１２か
所１４名受け入れした。

○ 5

育児休業制度の普及に
より利用者数は減尐傾
向にあるが、当該制度
を必要とする家庭への
支援として、今後も継続
的に実施する。

保育運営課

43
障害児保
育事業

　障害を有する就学前児童
で、保護者の就労等の事由に
より保育に欠ける者につい
て、指定する市立保育所・民
間保育園において健常児との
集団保育を行う。

拡
充

市立45か所、私立5か
所で実施した。

指定保育所制度を廃止
し、すべての保育所＇市
立60か所、私立30か
所（で受入れ体制を整
備した。

グレース保育園・みらい
保育園の開園により2か
所増え、市立60か所、
私立32か所で実施し
た。

かまとり保育園＇緑区（
の開園により、１か所増
え、市立60か所、私立
33か所で実施した

市立６０か所　民間３９
か所で実施

○ 5

全ての保育所＇園（で、
集団での統合保育によ
る障害児保育を実施し
ており、今後もこれを継
続するとともに、発達障
害等の対応など拡充に
努める。

保育運営課

44
夜間保育
事業

　夜間＇おおよそ午後10時ま
で（、保育に欠ける就学前児
童の保育を行う。実施につい
ては、延長保育の利用状況等
を調査する。

新
規

20時までの延長保育の
利用率は、7％程度で推
移していることから、今
後の利用状況を踏ま
え、実施の検討を行うこ
ととした。

20時までの延長保育の
利用率を調査し、今後
の利用状況を踏まえ、
実施の検討を行った。

20時までの延長保育の
利用率を調査し、実施
の検討を行った。

20時までの延長保育の
利用率を調査し、実施
の検討を行った。

20時までの延長保育の
利用状況から、実施を
見送った。

× 1

延長保育の利用状況か
ら、実施を見送った。後
期計画においても、ニー
ズ調査の結果から、実
施しないこととした。

保育運営課

45
保育所職
員研修事
業

　保育の質の向上を図るた
め、専門的かつ高度な知識や
技術を習得するための職種別
研修を行う。

拡
充

派遣研修57回、部門研
修58回を実施した。

派遣研修52回、部門研
修53回を実施し、延べ
3,186人が出席した。

派遣研修64回、部門研
修50回を実施した。

派遣研修51回、部門研
修43回実施

派遣研修５４回　部門研
修　４８回

○ 4

千葉市保育アクションプ
ログラムに基づき、保育
の質の向上を図るた
め、研修体系の見直し
を図るとともに、職種別
研修や階層別研修等、
各種研修の充実に努め
る。

保育運営課

46
保育所の
第三者評
価事業

　保育の質の向上を図るた
め、第三者評価実施機関によ
り保育内容を客観的に評価す
る。事業内容については、福
祉サービス全般の第三者評
価事業についての国・県の推
進体制整備状況を踏まえる。

新
規

- -
実施に向けての検討を
行った。

実施に向けての検討を
行った。

実施に向けての検討を
行った。

× 1

保育所保育指針におい
て保育所･保育士の自
己評価の実施が謳われ
ており、当面は千葉市
保育アクションプログラ
ムに基づき、この取組
みを進め、なお、国の保
育制度改革を含む検討
の状況を見守ることとす
る。なお、後期計画への
計上は行っていない。

保育運営課

47
家庭的保
育事業

　保育所に代わり有資格の
「家庭的保育員」が自宅で尐
人数の保育を実施する。今
後、家庭的保育員の増を図
る。

拡
充

保育ママ26人で、児童
27人の尐人数保育を実
施した。

保育ママによる尐人数
保育を実施し、児童22
人が利用した。また、保
育ママに対する支援体
制を強化した。保育ママ
数　26人

保育ママによる尐人数
保育を実施した。

保育ママ登録数22名、
受託児童数16名、連携
保育所13か所で実施

保育ママ登録１７名
受託児童数１４名
連携保育所数　１２か所
で実施した。

○ 3

事業の法定化を踏ま
え、事業の周知ととも
に、制度の見直しや研
修の事実等により、登
録者数の拡大し、事業
の拡充を図る。国に事
業促進の動きがあるこ
とから動向を注視する。

保育運営課

48
病児・病後
児保育事
業

　病気回復期にあるため保育
所等に預けることができず、
保護者が就労等により、家庭
での育児が困難な児童を、診
療所に併設した施設で保育を
行う。

拡
充

平成17年10月に若葉区
に拡充し、全区7か所で
事業を実施し、延3,810
人の児童が利用した。

市内7か所の医療機関
に委託して実施し、延
3,640人の児童が利用し
た。

市内7か所の医療機関
に委託し、実施した。

市内7か所の医療機関
に委託し、実施した。

市内7か所の医療機関
に委託し、実施した。

○ 5

前期計画期間中に１か
所増設。後期計画にお
いては、利便性を考慮
した施設配置の観点か
ら市内１２か所＇各区２
か所（の設置とすること
を計画している。

保育運営課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

49
保育ルーム
助成事業

　認可外保育施設のうち助成
基準を満たし保育ルームと認
定した施設に、保育に欠ける
児童が入所した場合に、その
保育料の軽減と保育の向上
のため、入所児童数に応じて
助成する。

拡
充

保育ﾙｰﾑへの助成＇39
施設（を実施した。対象
児童：3歳未満児 4,764
人、3歳以上児 3,966人

助成施設数・児童数を
拡大したほか、第2子以
降保育料軽減助成を創
設した。助成施設　43施
設。対象児童：3歳未満
児　5,692人、3歳以上児
4,566人

助成施設数・児童数を
拡大した。助成施設46
施設。対象児童：3歳未
満児　6,564人、3歳以上
児 　5,187人

助成施設数・児童数を
拡大した。助成施設56
施設。対象児童：３歳未
満児、３歳以上児

助成施設を拡大し、５９
園で実施した。
＇Ｈ20：56か所→Ｈ21：59
か所（

○ 4

前期計画期間中におい
ては、20施設の拡充を
行った。＇H16:39施設→
H21:59施設)に対して助
成を行った。後期計画
においては、引き続き事
業を実施するとともに、
３歳未満児の受け入れ
促進のための新たな制
度を実施する。

保育運営課

50
企業内保
育所助成
事業

　企業内保育所に対する助成
の充実を図る。

拡
充

企業所内保育所の新規
開設及び運営に伴う助
成の申請はなかった。

－
企業内保育所の開設・
運営に伴う助成＇1施
設（を実施した。

該当施設無 該当施設なし × 2

前期計画期間中におい
ては、１施設に対して助
成を行った。後期計画
においても、引き続き、
企業内保育所に対する
助成の充実を図る。

保育運営課

51
私立幼稚
園預り保育
助成事業

　幼稚園において延長保育を
希望する人に対して、２時間
程度の預かり保育を行う場
合、保育にかかわる教材費の
一部補助を行う。

拡
充

私立幼稚園　76園に補
助を実施した。

私立幼稚園　78園に補
助を実施した。

私立幼稚園　78園に補
助を実施した。

私立幼稚園　79園に補
助を実施した。

私立幼稚園　80園に補
助を実施した。

○ 5

・預かり保育の充実の
ため、補助額を増額し
た。
・H17：96園中76園に補
助
⇒H21：93園中80園に
補助

保育支援課

52

私立幼稚
園の障害
児保育助
成事業

　障害を持つ園児を受け入れ
ている園に対して経費の一部
補助について検討する。

新
規

第2次5か年計画に位置
づけた。

同制度の他政令市を調
査するなど、第2次5か
年計画の中で検討を進
めた。

市内の幼稚園や他政令
市を調査した。

他政令市、県内市、千
葉県における同制度を
調査した。

私立幼稚園　26園＇補
助対象園児　89名（に
補助を実施した。

○ 5
・平成21年度に補助制
度を新規に創設した。

保育支援課

国の動向を注視し、総
合施設に関する情報収
集を図った。

保育課と協議しながら、
幼稚園と連携を図った。

保育課、県と協議しなが
ら、認定こども園に移行
する幼稚園と連携を
図った。

関係機関と連携し、子
育てに関する情報収集
に努めた。

関係機関と連携し、情
報収集を行った。

－ － 学事課

国の動向を注視し、総
合施設に関する情報収
集を図った。

認定こども園＇総合施
設（認定基準検討委員
会への出席等、県の行
う認定事務に連携協力
を図った。

認定こども園に関する
本市の統一的な窓口と
しての事務を行った。

認定こども園に関する
本市の統一的な窓口と
しての事務を行った。

認定こども園に関する
本市の統一的な窓口と
しての事務を行った。

○ 5
認定こども園に関する
本市の統一的な窓口と
しての事務を行った。

保育支援課

54

次世代育
成支援対
策の推進
体制の検
討

民間企業、保育、教育、医療
関係者などと連携を図り、市
民等への各種情報の提供、
各種イベント、シンポジウム等
を通じて、次世代育成支援の
ための幅広い普及啓発活動
を進める中で、市民の理解の
醸成を図るとともに、事業主に
おける次世代育成支援などの
取組みの普及・促進を図る。

新
規

社会全体で子育て支援
を推進するための推進
組織である「子育て支
援連絡協議会＇仮称（」
の設立に向け、商工会
議所、青年会議所など
関係機関と協議を実施
した。

平成19年度の設立に向
け、関係機関と協議を
実施した。

平成19年度中の設立に
向け、引続き、関係機関
と協議を実施した。

早期設置を目指し、内
部検討を行った。

調査、研究を実施した。 － 3

営利を主たる目的とす
る民間企業等にも参加
してもらい、幅広く、持
続可能な体制の構築が
必要となる。

こども企画課

53
総合施設
の検討

　国において検討が進められ
ている就学前の教育と保育を
一体として捉えた総合施設の
導入について検討する。
※総合施設　就学前の教育・
保育を一体として捉え一貫し
て提供する施設。

新
規
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

－ －
入札制度について検討
を行った。

２１年度実施に向けて
検討を行った。

平成21･22年度建設工
事入札参加資格者名簿
登録において、「次世代
育成支援対策推進法」
に基づく一般事業主行
動計画の策定業者の主
観点数について5点の
加点を行った。

○ 3 契約課

－ －
入札制度について検討
を行った。

－ － × 2
今後も契約課と協議の
うえ検討する。

男女共同参画
課

－ －
入札制度について検討
を行った。

事例調査を実施した。 調査、研究を実施した。 － 3

優遇を図る企業の取組
み項目の設定について
関係機関との協議が必
要である。

こども企画課

56

男女共同
参画優良
事業者表
彰

　仕事と子育ての両立支援、
性別に関わらず登用するな
ど、男女が共に働きやすい職
場環境づくりをしている企業を
表彰する。

維
持

男女共同参画を推進す
る優良事業者を表彰し
た。表彰事業者数 3者

男女共同参画を推進す
る優良事業者を表彰し
た。表彰事業者数 2者

男女共同参画推進優良
事業者２者の表彰

男女共同参画推進優良
事業者１者を表彰した。

男女共同参画推進優良
事業者2者を表彰した。

○ 4
優良事業者登録制度
＇仮称)と併せて実施予
定。

男女共同参画
課

57
預けてゆっ
くりＩＴ講習

　託児つきのIT講習を実施し、
子育て中の母親への学習機
会を提供する。今後、受講生
のニーズにより合わせた託児
方法や、講座内容の充実を図
る。

維
持

各区中核公民館におい
て12講座を実施し、99
人の子どもたちの託児
を行った。

中央区・花見川区・稲毛
区・美浜区の中核公民
館において4講座33人
の子どもの保育を行っ
た。なお、18年度からIT
講習ではなく、パソコン
講習として事業を行って
いる。(事業費について
は、4区分の委託料の
合計。託児以外の講習
も含む（

国の委託事業によるIT
講習が終了したため、
保育付きパソコン講習
は実施せず。

国の委託事業によるＩＴ
講習が終了。＇１８年度（

国の委託事業によるＩＴ
講習が終了。(18年度（

終 5

託児つきのIT講習を実
施し、子育て中の母親
への学習機会を提供で
きた。

生涯学習振興
課

58

企業の社
内研修等
の場を活用
した出前講
座

　結婚前の方や子育て中の方
に、企業の社員研修等の場を
活用して、「家庭教育講座」な
どの出前講座を実施するとと
もに、その場を活用して市の
子育て支援に係る情報の提
供を行う。

新
規

社内研修等の場を活用
し、各種子育て支援施
策の情報を提供すると
ともに、子育て支援に対
する意識の醸成を図っ
た。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

○ 3

出前講座の実施回数を
増やすため、情報提供
をより効果的に行うとと
もに、積極的に企業へ
の働きかけを行う必要
がある。

こども企画課

59
父親の育
児休業取
得の推進

　子育て支援連絡協議会等の
場を活用して、事業主等に対
して父親の育児休業取得促
進や子育て期間中の勤務時
間短縮などについての普及・
啓発を行う。

新
規

出前講座等を通じ、子
育て支援への意識啓発
を図るとともに、各種子
育て支援施策の周知を
図った。

出前講座等を通じ、子
育て支援への意識啓発
を図るとともに、各種子
育て支援施策の周知を
図った。

出前講座、子育て支援
連絡協議会等を通じ、
子育て支援の意識啓発
を図るとともに、各種子
育て支援施策の周知を
図った。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

出前講座等を通じ、各
種子育て支援施策の情
報を提供するとともに、
子育て支援に対する意
識の醸成を図った。

○ 3

出前講座の実施回数を
増やすため、情報提供
をより効果的に行うとと
もに、積極的に企業へ
の働きかけを行う必要
がある。

こども企画課

55

子育てにや
さしい働き
方を目指す
企業に対す
る入札優遇
制度

　労働者の職業生活と家庭生
活との両立が図られるように
するには、企業の自主的な取
組みが不可欠である。その環
境整備に積極的な企業に対し
て、市の入札制度の中で、契
約上の優遇について検討す
る。

新
規
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

男女共同参画の情報誌
「ハーモニーちば」を年3
回＇各25,000部（発行す
るとともに、「勤労市民
ニュース」により雇用に
関する情報を市民に提
供した。また、労働概要
調査を実施し、市内労
働者の雇用状況・労働
条件等を把握した。

情報誌「ハーモニーち
ば」を年3回＇各25,000
部（発行した。

情報誌「ハーモニーち
ば」の発行＇年2回、各
26,000部（

情報誌「ハーモニーち
ば」を発行した＇年2回、
各26,000部（。

情報誌「ハーモニーち
ば」を発行＇年2回、各
26,000部（。

○ 4

平成22年度は年1回発
行。平成23年度より廃
止し、女性センターで作
成している情報誌を活
用。

男女共同参画
課

男女共同参画の情報誌
「ハーモニーちば」を年3
回＇各25,000部（発行す
るとともに、「勤労市民
ニュース」により雇用に
関する情報を市民に提
供した。また、労働概要
調査を実施し、市内労
働者の雇用状況・労働
条件等を把握した。

｢勤労市民ニュース」に
より雇用に関する情報
を市民に提供するととも
に、近年、「ものづくり」
に対する若者の関心が
薄れている中で市内の
技能職の認識を高める
為、技能職ガイドブック
を発行した。

｢勤労市ニュース」を年2
回、各2,500部、技能職
ガイドブックを5,000部発
行する。

｢勤労市民ニュース」を
年2回、各2,500部、市内
の中小民間事業所にお
ける労働実態を調査し
概要書を2,０00部発行し
た。

勤労市民ニュースを㈶
千葉市勤労者福祉サー
ビスセンター発行のフ
リーペーパー「ゆるり」
に5回記事を掲載。
「働く市民のガイドブック
改訂版」を5,000部発行
した。

○ 5

労働に関する様々な情
報をガイドブック、情報
誌等を通じて広く発信で
きた。今後は、より解り
やすい内容とするよう留
意し、また配布方法等も
見直しながら継続して
実施する。

産業支援課

61

子育て支援
関係事業に
おける父親
の育児参
加奨励

　地域子育て支援センター等
において、父親の育児参加を
促進する講座やイベントなど
を実施する。

拡
充

市内すべての地域子育
て支援センター＇5か所（
で企画し、月1回程度実
施した。

市内すべての地域子育
て支援センター＇10月か
ら6か所、12月から7か
所に拡充（で企画し、月
1回程度実施した。

市内すべての地域子育
て支援センター＇7か所（
及び子育て支援館で企
画し、月1回程度実施し
た。

市内すべての地域子育
て支援センター＇7か所（
及び子育て支援館で企
画し、月1回程度実施し
た。

市内すべての地域子育
て支援センター＇7か所（
及び子育て支援館で企
画し、月1回程度実施し
た。

○ 5 保育支援課

62
男女共同
参画推進
啓発事業

　ゆたかな男女共同参画社会
を目指して講演会、情報誌発
行などの啓発を行う。

維
持

ハーモニー講演会、職
員対象講演会を開催す
るとともに、啓発パンフ
レットを作成した。

ハーモニー講演会、職
員対象講演会を開催す
るとともに、啓発パンフ
レットを作成し事業所研
修を実施した。

ハーモニー講演会、職
員対象講演会＇各1回（
の開催。外国人向け
DVD防止啓発リーフレッ
ト＇26,000部（の作成

ハーモニー講演会、職
員対象講演会＇各1回（
を開催したほか、デート
ＤＶ防止啓発用パンフ
レット＇11,000部（を作成
し、ＤＶ防止啓発用パン
フ＇8,000部（を作成し
た。

ハーモニー講演会、職
員対象講演会＇各1回（
開催のほか、男女共同
参画啓発カレンダー
＇8,000部（を作成した。

○ 4
講演会の周知方法の検
討

男女共同参画
課

63

女性セン
ター運営委
託＇調査研
究事業・情
報収集提
供事業・研
修学習事
業・交流啓
発事業・相
談事業（

・専門のカウンセラーが「女性
のための生き方相談」を電話
又は面接で行う
・男女共同参画を進めるため
の調査・研究
・男女共同参画に関連した
様々な情報の収集と情報提
供
・男女共同参画の認識と理解
を深めるための各種・講座・イ
ベントの実施
・団体などの交流・ネットワー
クなどの事業の実施

維
持

調査研究2事業、研修
学習事業50講座、女性
センターまつり、女性
フォーラムなどを実施し
た。

調査研究2事業、研修
学習事業58講座、女性
センターまつり、女性
フォーラムなどを実施し
た。

調査研究2事業、研修
学習事業59講座、女性
センターまつり、女性
フォーラムなどの実施

調査研究2事業、研修
学習事業59講座、女性
センターまつり、女性
フォーラムなどの実施し
た。

調査研究2事業、研修
学習事業59講座、女性
センターまつり、女性
フォーラムなどを実施し
た。
＇一部実施予定（

○ 4
今後も事業の充実をは
かる。

男女共同参画
課

64
男女共同
参画週間

　男女共同参画社会の推進に
向けての啓発、ポスターPRな
どを12月に実施する。また、
男女共同参画推進優良事業
者表彰を行う。

維
持

ポスター、啓発標語を印
刷したセロテープを作成
し、男女共同参画週間
の啓発を行った。

ポスター、啓発標語を印
刷したセロテープを作成
し、男女共同参画週間
の啓発を行った。

ポスター350部、啓発標
語を印刷したクリアフォ
ルダ2,000部の作成

ポスター350部、啓発標
語を印刷したクリアフォ
ルダ2,400部を作成し
た。

ポスター350部を作成し
た。
啓発標語と相談先
＇ハーモニー相談・男性
専用相談（を印刷したク
リアフォルダ2,400部を
作成予定。

○ 4
男女共同参画週間につ
いての、より効果的な周
知方法を検討する。

男女共同参画
課

維
持

60

職場と家庭
生活等との
両立を支援
する多様な
制度の普
及促進

　育児休業や介護休業、子育
て期の勤務時間短縮等措置
など、家庭生活等との両立を
支援する制度について情報誌
等で情報提供を行う。
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

65

男女共同
参画社会
の形成に影
響を及ぼす
苦情及び相
談受付

　男女共同参画施策について
のご意見・性に基づく人権侵
害に対する被害者救済などに
ついての相談を行う。

維
持

苦情処理、相談を行っ
た。相談件数16件

苦情処理、相談を行っ
た。

苦情処理、相談の実施
苦情及び相談を受け付
けた。

苦情及び相談を受け付
けた。

○ 4

平成22年度より男女共
同参画相談室を男女共
同参画課内におき、職
員が苦情処理について
対応。

男女共同参画
課

66
就職サポー
ト事業

　就職者に職業適性や面接の
対処方法、履歴書や職務経
歴書の書き方指導などの個別
指導を行う。

維
持

就職が困難な若者、中
高年者を対象にした就
職支援セミナーを実施
し、就職支援を図った。

若者の労働意欲を高め
ることを目的として、保
護者向け啓蒙講座を実
施する。

セミナーを4回開催し、カ
ウンセリングを203回実
施。

若者の就職対策として、
セミナーを４回開催、カ
ウンセリングを５７回実
施し、企業の求人情報
を提供した。

セミナーを3回開催
12月からキャリアカウン
セリングによる個別相
談を実施＇９５件（

○ 5

キャリアカウンセリング
について周知を図るとと
もに、直接雇用に結び
つけるようなものとす
る。

産業支援課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

67
エンゼルヘ
ルパ－派
遣事業

　妊娠中、出産後４か月以内
で昼間、介護者がいない核家
族世帯等に、委託業者からヘ
ルパーを派遣し家事及び育
児に関するサービスを提供す
る。

維
持

申請者238人に、延
1,301回ヘルパーを派遣
し、家事及び育児を支
援した。

申請者245人に延1,425
回ヘルパーを派遣し、
家事及び育児を支援し
た。

申請者にヘルパーを派
遣し、家事及び育児を
支援した。

申請者にヘルパーを派
遣し、家事及び育児を
支援した。

申請者にヘルパーを派
遣し、家事及び育児を
支援した。

○ 5
申請者にヘルパーを派
遣し、家事及び育児を
支援した。

保育支援課

68
母乳哺育
の推進

　母乳哺育に関する啓発活動
を推進する。新生児訪問を充
実するなど、機会を捉えて母
乳哺育の浸透を図る。また、
母乳についての相談を実施
するとともに、母乳哺育への
支援･ケアを行う。

拡
充

母親学級や新生児訪
問において、母乳哺育
についての指導等を実
施した。

母親学級や新生児訪
問において、母乳哺育
についての指導等を実
施した。

母親学級や新生児訪
問において、母乳哺育
についての指導等を実
施した。

母親学級や新生児訪
問において、母乳哺育
についての指導等を実
施した。

母親学級や新生児訪
問において、母乳哺育
についての指導等を実
施した。

○ 5
母乳哺育についての指
導等を実施した。

健康企画課

69

健康診査
等①(妊婦
健康診査
(Ｂ型肝炎
検査・母子
栄養強化・
妊娠中每
症療養援
護費含む)

　妊娠期の健康管理を行うた
め、医療機関に委託し妊娠中
に２回の健康診査を実施す
る。今後、受診率の向上を目
指す。

拡
充

妊婦一般健康診査を1
人2回実施した。受診率
は、1回目94.0％、2回
目87.8％であった。ま
た、里帰り先での無料
券利用のため、県外医
療機関と個別契約し
た。

妊婦一般健康診査を1
人2回実施した。受診率
は、1回目93.8％、2回
目88.3％であった。ま
た、里帰り先での無料
券利用のため、県外医
療機関と個別契約し
た。

妊婦一般健康診査を1
人2回、医療機関委託
で実施した。

妊婦一般健康診査を1
人5回、医療機関委託
で実施した。

妊婦一般健康診査を1
人14回、医療機関委託
で実施した。

○ 5

妊婦健康診査について
は、平成20年度には5
回、平成21年度には14
回の健診について公費
負担するものとし拡充
を図った。

健康企画課

70

健康診査
等②(乳
児、４か月
児、１歳６
か月児、３
歳児健診
等・子ども
向け)

　保健所・保健センター、指
定・協力医療機関等におい
て、各種健康診査を実施する
とともに、保護者に対して各
種相談・助言等を実施する。
今後、受診率の向上を目指
す。

拡
充

乳児、4か月児、1歳6か
月児及び3歳児に対し、
健康診査を実施した。
受診率は、乳児
78.0％、4か月児
96.6％、1歳6か月児
92.3％、3歳児89.5％で
あった。

乳児、4か月児、1歳6か
月児及び3歳児に対し、
健康診査を実施した。
受診率は、乳児
75.9％、4か月児
96.5％、1歳6か月児
93.0％、3歳児89.8％で
あった。

乳児、4か月児、1歳6か
月児及び3歳児の健康
診査を、健診会場また
は医療機関委託で実施
した。

乳児、4か月児、1歳6か
月児及び3歳児の健康
診査を、健診会場また
は医療機関委託で実施
した。

乳児、4か月児、1歳6か
月児及び3歳児の健康
診査を、健診会場また
は医療機関委託で実施
した。

○ 5
各種健診を実施し、受
診率の向上を図った。

健康企画課

71

おかあさん
とおなかの
中でコン
サート

　出産を控えた女性が穏やか
な気持ちで出産を迎えるため
のイベントを開催する。

維
持

出産を控えた女性対象
のクラシックコンサート
を12月に開催し、360人
が参加した。

出産を控えた女性対象
のクラシックコンサート
を12月に開催し、450人
が参加した。

出産を控えた女性対象
のクラシックコンサート
を12月に開催し、420人
が参加した。

出産を控えた女性対象
のクラシックコンサート
を12月に開催した。

中止＇新型インフルエン
ザの流行のため（

× 5 保育支援課

72
育児サーク
ルの支援

　育児のための知識の普及と
子育てのできる仲間づくりを
目的とする育児サークルを支
援。今後、事業内容の拡充を
図る。

拡
充

サークル支援のため保
育士派遣を74回、リー
ダー研修を6回＇各区1
回（実施した。

サークル支援のため保
育士派遣を70回、リー
ダー研修を6回＇各区1
回（実施した。

サークル支援のため保
育士派遣、リーダー研
修を6回＇各区1回（実施
した。

サークル支援のため保
育士派遣、リーダー研
修を実施した。

サークル支援のため保
育士派遣、リーダー研
修を実施した。

○ 5
サークル支援のため保
育士派遣、リーダー研
修を実施した。

健康企画課

73
母親＆父
親学級

　初妊婦及びその夫に対し保
健師・栄養士・歯科衛生士・
助産師が、保健、お産の準
備、保育、父親の役割などを
わかりやすく指導する。今後、
事業の充実を図る。

拡
充

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、母親学級を70コー
ス、210回開催し、延
4,136人参加、父親学級
を70回開催し、延813人
参加した。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、母親学級を66コー
ス、198回開催し、延
3,951人参加、父親学級
を66回開催し、延860人
参加した。

各保健福祉センター・保
健センターで、母親学
級、父親学級を開催し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで、母親学
級、父親学級を開催し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで、母親学
級、父親学級を開催し
た。

○ 5
母親学級・父親学級を
開催し、指導等を行っ
た。

健康企画課

74 育児教室

　集団の親子遊びを通して母
親の育児不安を軽減し、積極
的に育児に取り組めるように
する。

維
持

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、14コース、53回開催
し、延558人が参加し
た。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、13コース、49回開催
し、延493人が参加し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで開催した。

○ 5
育児教室を開催し、育
児不安等に関する相
談、指導を行った。

健康企画課

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

基本目標４　子どもと母親の健康づくり

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

75
出産・育児
の電話相
談

　保健センターに育児相談専
用の直通電話を開設。出産す
る病院の情報、新生児の育
児の相談を保健師が中心に
実施する。＇内容により助産
師、管理栄養士、歯科衛生士
に引き継ぐ。（

新
規

－ －
保健センターで実施し
ている相談業務と調整
中

保健センターで実施し
ている相談業務と調整
中。

各保健福祉センター・保
健センターで実施して
いる相談業務と調整
中。

○ 3
通常の電話相談の中で
実施した。

健康企画課

76
妊産婦・新
生児訪問
指導

　助産師、保健師が家庭を訪
問し、相談指導を実施する。
今後、内容の充実を図る。

拡
充

妊産婦訪問指導を延
1,834人、新生児訪問指
導を延1,805人実施し
た。また、産後うつに関
する研修を実施した。

妊産婦訪問指導を延
1,803人、新生児訪問指
導を延1,808人実施し
た。また、産後うつに関
する研修を実施した。

乳児期早期、特に新生
児期の把握のため、妊
産婦訪問指導、新生児
訪問指導を実施した。

乳児期早期、特に新生
児期の把握のため、妊
産婦訪問指導、新生児
訪問指導を実施した。

乳児期早期、特に新生
児期の把握のため、妊
産婦訪問指導、新生児
訪問指導を実施した。

○ 5
妊産婦訪問、新生児訪
問を行い、相談指導を
行った。

健康企画課

77
乳幼児歯
科相談

　乳幼児を対象に歯科衛生士
が、個別に歯科相談を実施す
る。今後、会場数を増やすな
ど充実を図る。

拡
充

保健センター等を会場
に、121回実施した。

保健福祉センター等を
会場に、112回実施し
た。

保健福祉センター等を
会場に、168回実施し
た。

保健福祉センター等を
会場に、155回実施し
た。

保健福祉センター等を
会場に、151回実施し
た。

○ 5
保健福祉センター等を
会場に歯科相談を実施
した。

健康企画課

78
小児肣満
予防相談

　３歳児健診にて肣満度15％
以上の子どもを対象に栄養相
談等を実施する。

維
持

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣、食習慣改善の相談
を実施した。

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣、食習慣改善の相談
を実施した。

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣、食習慣改善の相談
を実施した。

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣、食習慣改善の相談
を実施した。

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣、食習慣改善の相談
を実施した。

○ 5

3歳児健康診査で肣満
度15％以上の児童と保
護者に対して、生活習
慣等改善の相談を実施
した。

健康企画課

79 育児相談

　乳幼児が心身共に健やか
に発育をすることを目的に保
健師・管理栄養士・歯科衛生
士が相談を実施する。

維
持

育児相談、2歳児相談、
臨時健康相談を309回
実施した。

育児相談、2歳児相談、
臨時健康相談を295回
実施した。

育児相談、2歳児相談、
臨時健康相談を実施し
た。

育児相談、2歳児相談
を実施した。

育児相談、2歳児相談
を実施した。

○ 5
育児相談等を実施し
た。

健康企画課

80
育児講座・
母子講演
会

　母親学級受講者や乳児を
持つ母親を対象に育児や疾
病について医師が講演を行
う。

維
持

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、年間計画に基づき
実施するとともに、要望
に応じて臨時で開催し
た。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、年間計画に基づき
実施するとともに、要望
に応じて臨時で開催し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで、年間計
画に基づき実施すると
ともに、要望に応じて臨
時で開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで、年間計
画等に基づき実施し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで、年間計
画等に基づき実施し
た。

○ 5

各保健福祉センター・保
健センターで育児や疾
病についての講演等を
実施した。

健康企画課

81
離乳食教
室

　咀しゃく力を獲得するための
発達に応じた調理形態及び
食品の選択等について管理
栄養士が支援する。

拡
充

保健センター等を会場
に、48回実施した。

保健福祉センター等を
会場に４８回実施した。

保健福祉センター等を
会場に49回実施した。

保健福祉センター等を
会場に51回実施した。

保健福祉センター等を
会場に51回実施した。

○ 5
保健福祉センター等を
会場に離乳食教室を実
施した。

健康企画課

82
パパママ子
育て教習所

　子どものこころの発達や接
し方などについて、心理士が
講演を行う。

維
持

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、18回＇各区3回（開
催し、延476人参加し
た。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、18回＇各区3回（開
催し、延524人参加し
た。

各保健福祉センター・保
健センターで、18回＇各
区3回（開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで、18回＇各
区3回（開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで、18回＇各
区3回（開催した。

○ 5
各保健福祉センター・保
健センターで講演等を
実施した。

健康企画課

83
2歳児虫歯
予防教室

　１歳６カ月児健診以降に急
増する虫歯の予防を図るた
め、虫歯予防教室を実施す
る。今後、受講枠を増やすな
ど充実を図る。

拡
充

保健センター等を会場
に、145回実施した。

保健福祉センター等を
会場に１４７回実施し
た。

保健福祉センターを会
場に201回実施した。

保健福祉センターを会
場に215回実施した。

保健福祉センターを会
場に215回実施した。

○ 5
保健福祉センターを会
場に虫歯予防教室を実
施した。

健康企画課

84
小児ぜん
息教室

　疾病の理解、健康保持・増
進を目的とした講演会とぜん
息教室を実施する。

維
持

保健所で、小児ぜん息
教室を3回開催し、延81
人参加、保護者交流会
を12回＇毎月1回（開催
し、延145人参加した。

保健所で、小児ぜん息
教室を2回開催し、延23
人参加、保護者交流会
を11回開催し、延99人
参加した。

保健所で、小児ぜん息
教室を1回、保護者交
流会を11回＇毎月1回（
開催した。

保健所で、小児ぜん息
教室を1回、保護者交
流会を12回＇毎月1回（
開催した。

保健所で、小児ぜん息
教室を1回、保護者交
流会を12回＇毎月1回（
開催した。

○ 5
保健所でぜん息教室、
保護者交流会を実施し
た。

健康企画課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
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平成21年度

85

不妊専門
相談セン
ター・特定
不妊治療
費助成

　不妊に関する複雑な悩みに
対し、専門的・医学的な相談・
支援を行うため、不妊専門相
談センターを設置する。また、
不妊に悩む夫婦の経済的負
担軽減を図るため、治療費の
助成を行う。

維
持

保健所で、不妊専門相
談を12回実施し、延29
人の相談があった。ま
た、特定不妊治療を受
ける夫婦に対し、対外
受精93件、顕微授精63
件の費用の一部を助成
した。

保健所で、不妊専門相
談を12回実施し、延29
人の相談があった。ま
た、特定不妊治療を受
ける夫婦に対し、対外
受精・顕微授精延171
件の費用の一部を助成
した。＇1年度上限10万
円、通算5年度まで（

保健所で、不妊専門相
談を12回実施した。ま
た、特定不妊治療を受
ける夫婦に対し、体外
受精、顕微授精の費用
の一部を助成した。＇治
療1回上限10万円、1年
度2回まで、通算5年度
まで（

保健所で、不妊専門相
談を12回実施する。ま
た、特定不妊治療を受
ける夫婦に対し、体外
受精、顕微授精の費用
の一部を助成する。＇治
療1回上限10万円、1年
度2回まで、通算5年度
まで（

保健所で、不妊専門相
談を12回実施する。ま
た、特定不妊治療を受
ける夫婦に対し、体外
受精、顕微授精の費用
の一部を助成する。＇治
療1回上限15万円、1年
度2回まで、通算5年度
まで（

○ 5

保健所で不妊専門相談
を行った。不妊治療費
の助成において、治療
１回の上限額を10万円
から15万円とし拡充を
図った。

健康企画課

86
健康教育
推進事業

　心身の健康に重点をおいた
健康教育を実施し＇健康教育
研究推進校を指定（、充実を
図る。

拡
充

研究校を指定し、健康
教育の推進を図る。ま
た、その取組みを広く紹
介し、啓発した。

研究校を指定し、健康
教育の推進を図る。ま
た、その取組を広く紹介
し、啓発した。＇犢橋小・
有吉小・稲毛中の3校（

研究校を指定し、健康
教育の推進を図り、そ
の取り組みを広く紹介し
啓発した。(有吉小･源
小･白井中)

研究校を指定し、健康
教育の推進を図る。ま
た、その取り組みを広く
紹介し、啓発した。＇源
小・白井中・花見川第
一小（

研究校を指定し、健康
教育の推進を図った。
また、その取り組みを
広く紹介し、啓発した。
＇花見川第一小（

○ 5

１２月に研究のまとめと
して報告会を開催し、市
内小・中学校へ広く紹
介することができ、健康
教育の推進が図れた。

保健体育課

87
各種検診
検査事業

　学校保健法に基づき、結
核、心疾患、腎疾患、脊柱側
わん症を始めとする各種検診
検査を実施する。

維
持

結核･心疾患･腎疾患･
脊柱側弯症等の検査を
実施した。

結核、心疾患、腎疾患、
脊柱側わん症等の検査
を実施した。＇対象：小・
中・養護学校（

結核･心疾患･腎疾患･
脊柱側わん症等の検査
を実施した。

結核･心疾患･腎疾患･
脊柱側弯症等の検査を
実施した。

結核･心疾患･腎疾患･
脊柱側弯症の検査を実
施した。

○ 5

千葉市立小・中・特別
支援学校全校の児童
生徒に結核･心疾患･腎
疾患･脊柱側弯症等の
検査を実施した。

保健体育課

88
学校歯科
事業

　歯科衛生士による口腔衛生
指導を実施する。また、市内
２中学校区の学校において、
歯科医による歯科啓発事業
を実施し、内容の拡充を図
る。
　・保健図画・ポスター表彰、
8020運動普及及び標語の表
彰を実施

拡
充

市内２中学校区に対
し、歯科医による歯科
啓発事業や、歯科衛生
指導等を実施した。＇千
城台单中学校区、花見
川第一中学校区（

市内3中学校区に対し、
歯科医による歯科啓発
事業や歯科衛生士によ
る口腔衛生指導等を実
施した。

市内3中学校区で歯科
医による歯科啓発事業
や、歯科衛生士による
口腔衛生指導を実施し
た。＇対象：小・中・特別
支援学校（

市内２中学校区に対
し、歯科医による歯科
啓発事業や、歯科衛生
指導等を実施した。＇千
城台单中学校区、花見
川第一中学校区（

市内171校で歯科衛生
指導を実施した。市内２
中学校区に対し、歯科
医による歯科啓発事業
を実施した。＇葛城中学
校区、緑町中学校区（

○ 5

市内２中学校区＇中２
校・小４校（で実施し、
目的である、自立的口
腔保健行動の形成を促
すことができた。

保健体育課

89
小学校各
種体育大
会等事業

　児童の体力の向上、体力づ
くりの日常化を促進するた
め、陸上、表現、球技の各種
体育大会を開催する。

維
持

表現運動発表会は学
校代表1学級、球技大
会はｻｯｶｰ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ各1チームが近隣校を
1ブロックとして市内小
学校を会場に実施し
た。陸上大会は市内を2
ブロックに分け、青葉の
森スポーツプラザ陸上
競技場で実施した。

表現運動発表会は学
校代表1学級、球技大
会はｻｯｶｰ・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ
ﾙ各1チームが近隣校を
1ブロックとして市内小
学校を会場に実施し
た。陸上大会は市内を2
ブロックに分け、青葉の
森スポーツプラザ陸上
競技場で実施した。

表現運動発表会は学
校代表1学級、球技大
会はサッカー･バスケッ
トボール各1チームが近
隣校を1ブロックとし市
内小学校を会場に実施
した。陸上大会は市内
を2ブロックに分け、青
葉の森スポーツプラザ
陸上競技場で実施し
た。

表現運動発表会は学
校代表１学級、球技大
会はサッカー・バスケッ
トボール各１チームが
近隣校をブロックとして
市内小学校を会場に実
施した。陸上大会は、
市内を２ブロックに分
け、青葉の森スポーツ
プラザ陸上競技場で実
施した。表現運動発表
会：参加65校　参加人
数2,032人、陸上大会：
参加122校　参加人数
4,141人、球技大会：参
加121校　参加人数
5,308人

表現運動発表会は学
校代表１学級、球技大
会はサッカー・バスケッ
トボール各１チームが
近隣校をブロックとして
市内小学校を会場に実
施した。陸上大会は、
市内を２ブロックに分
け、青葉の森スポーツ
プラザ陸上競技場で実
施した。表現運動発表
会：参加55校　参加人
数1,701人、陸上大会：
参加118校　参加人数
3,981人、球技大会：参
加121校　参加人数
5,204人

○ 5

練習期間を含めた各種
体育大会等の取り組み
は、児童の運動への関
わり方を深めながら、運
動により親しませるとと
もに、体力向上の機会
を提供し、健康な体つく
りに大いに寄与した。

保健体育課

90

中学校運
動部活動
指導者派
遣事業

　運動部における専門的な指
導を充実するため、派遣指導
者が必要な学校に対し、教育
委員会が指導者を派遣＇年
間（し、内容の拡充を図る。

拡
充

市内中学校の運動部
活動の振興を図るた
め、運動部における専
門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とす
る学校に対し、教育委
員会が指導者を派遣
＇年間（し、内容の拡充
を図った。

市内中学校の運動部
活動の振興を図るた
め、運動部における専
門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とす
る学校に対し、教育委
員会が指導者を派遣
＇年間（し、内容の拡充
を図った。＇学校数：43
校、派遣人数：64人、種
目数：13種目（

市内中学校の運動部
活動の振興を図るた
め、運動部における専
門的な指導力を備えた
派遣指導者を必要とす
る学校に対し、教育委
員会が指導者を派遣
＇年間（し、内容の拡充
を図った。(学校数:43
校、派遣人数65人、種
目数12種目)

市内中学校の運動部
活動の振興を図るた
め、運動部における専
門的な指導力を備えた
指導員を必要とする学
校に対し、民間指導員
を派遣し、内容の拡充
を図った。派遣人数65
人、配置学校数：42校、
目数13種目

市内中学校の運動部
活動の振興を図るた
め、運動部における専
門的な指導力を備えた
指導員を必要とする学
校に対し、民間指導者
を派遣し、内容の拡充
を図った。派遣人数65
人、配置学校数：36校、
種目数14種目

○ 5

運動部活動の民間指
導者派遣は、専門的な
指導力を必要とする学
校に対し、より充実した
活動の機会を提供する
とともに、体力向上の機
会を提供し、健康な体
つくりに大いに寄与し
た。

保健体育課

 - 19 -



平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

91
中学校体
育大会事
業

　スポーツに親しむ資質や能
力を育て、体力の向上や健康
増進のため市総合体育大会
等を開催する。

維
持

7月16日から22日にか
けて、市総合体育大会
を開催した。また、保護
者の経費負担を軽減す
るために、市・県・関東・
全国大会の選手派遣
費を負担した。

7月15日から20日にか
けて、市総合体育大会
を開催した。また、保護
者の経費負担を軽減す
るために、市・県・関東・
全国大会の選手派遣
費を負担した。

7月15日から24日にか
けて、市総合体育大会
を開催した。また、保護
者の経費負担を軽減す
るために、市・県･関東･
全国大会の選手派遣
費を負担した。

７月19日～25日を中心
に市総合体育大会を開
催した。　＇16種目)
9/25 駅伝の部、 11/ 5
ダンス発表会　参加人
数　9,683人。また、保
護者の経費負担削減
のために、市、県、関
東・全国大会の選手派
遣費を負担した。

７月18日～23日に市総
合体育大会を開催し
た。　＇16種目)   9/29
駅伝の部、 11/ 5 ダン
ス発表会　参加人数
9,551人。また、保護者
の経費負担削減のため
に、県、関東・全国大会
の選手派遣費を負担し
た。

○ 5

中学校体育大会の開
催は、運動に親しむ資
質と能力を育て、体力
の向上、健康の増進等
の機会を提供し、健康
な体つくりに大いに寄
与した。

保健体育課

92
学校体育
行事等補
助事業

　児童生徒のスポーツへの関
心喚起･意欲醸成のため、本
市児童生徒が関わる各種体
育大会経費を負担金として助
成する。

維
持

各種体育大会等を主管
する市小中学校体育連
盟、千葉県中学校総合
体育大会、千葉市開催
の関東中学校体育大
会等の経費を負担金と
して助成した。

各種体育大会等を主管
する市小中学校体育連
盟、千葉県中学校総合
体育大会、千葉市開催
の関東中学校体育大
会等の経費を負担金と
して助成した。

各種体育大会等を主管
する市小中学校体育連
盟、千葉県中学校総合
体育大会、千葉市開催
の関東中学校体育大
会等の経費を負担金と
して助成した。

各種体育大会等を主管
する市小中学校体育連
盟、千葉県中学校総体
の経費を負担金として
助成した。

各種体育大会等を主管
する市小中学校体育連
盟、千葉県中学校総体
の経費を負担金として
助成した。

○ 5

児童生徒のスポーツへ
の関心を喚起し、意欲
の醸成のため運動に親
しむ資質と能力を育て
ることに大いに寄与し
た。

保健体育課

93

休日救急
診療所管
理運営事
業

　休日救急診療所を設置し、
休日及び年末年始の初期診
療を実施する。ねたきり老人
及び心身障害者＇児（の歯科
診療の実施。

維
持

休日救急診療所の運
営を保健医療事業団に
委託し実施した。休日
救急診療所の医療機
器の更新を実施した。

休日救急診療所の運
営を保健医療事業団に
委託し実施した。休日
救急診療所の医療機
器の更新を実施した。

休日救急診療所の運
営を保健医療事業団
＇指定管理（で実施し
た。

休日救急診療所の運
営を保健医療事業団
＇指定管理（で実施し
た。

休日救急診療所の運
営を保健医療事業団
＇指定管理（で実施し
た。

○ 5
安全かつ確実に休日救
急診療所の運営を実施
できた。

健康医療課

94
救急医療
確保対策
事業

　救急医療に対する需要等に
合わせ、休日、夜間の初期救
急医療体制、二次救急医療
体制の充実・強化を図る。

拡
充

休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を保
健医療事業団に委託し
実施した。

休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を保
健医療事業団に委託し
実施した。

休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を保
健医療事業団に委託し
実施した。

休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を保
健医療事業団に委託し
実施した。

休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を保
健医療事業団に委託し
実施した。

○ 5
休日・夜間の二次救急
医療体制の確保等を確
実にできた。

健康医療課

95

小児慢性
特定疾患
治療研究
事業

　小児慢性疾患の治療研究
事業を推進するとともに、患
者家族の医療費の負担を軽
減する。

維
持

17年度の認定者数は
1,080人。長期にわたり
治療を必要とする対象
児童の医療費の負担
軽減を図るため、17年
度は、延11,096件助成
した。

18年度の認定者数は
976人。長期にわたり治
療を必要とする対象児
童の医療費の負担軽
減を図るため、18年度
は、延10,349件助成し
た。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

○ 5

対象者の認定及び助成
を行い、患者家族の医
療費負担軽減等を図っ
た。

健康企画課

96

ぜんそく等
小児指定
疾患医療
費助成事
業

　国の小児慢性特定疾患治
療研究事業の対象とならない
ぜんそく患者等のうち、市の
基準に該当する患者の健全
な育成を図るとともに、患者
家族の医療費の負担を軽減
する。

新
規

17年度の登録者数は
4,373人。継続的な治療
を必要とする対象児童
の医療費の負担軽減を
図るため、17年度は延
7,459件助成した。

18年度の登録者数は
3,461人。継続的な治療
を必要とする対象児童
の医療費の負担軽減を
図るため、18年度は延
11,463件助成した。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

○ 5

対象者の認定及び助成
を行い、患者家族の医
療費負担軽減等を図っ
た。

健康企画課

97
未熟児養
育医療事
業費

　出生体重2,000ｇ以下及び生
活力が特に薄弱の児童を対
象に入院養育が必要と認めら
れた児童について医療費の
一部を助成する。

維
持

対象児への医療給付と
して、延486件助成し
た。

対象児への医療給付と
して、延669件助成し
た。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

○ 5
未熟児性の高い児童に
ついて医療費の一部助
成を実施した。

健康企画課

98
育成医療
給付事業

　身体に障害のある児童等に
対し、手術等により障害の除
去軽減ができる場合に、医療
費の一部を助成する。

維
持

対象児童への医療給
付として、延626件助成
した。

対象児童への医療給
付として、延777件助成
した。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

対象者の認定及び助成
を行った。

○ 5

身体に障害のある児童
等に対し、手術等により
障害の除去軽減ができ
る場合に、医療費の一
部助成を実施した。

健康企画課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

　地域食生活連絡会の実施
拡
充

各区において年1回実
施した。

各区において年1～2回
実施した。

食育推進のためのネッ
トワークを強化するた
め、保育所、学校、保健
センターの管理栄養士
等と食生活改善推進員
をメンバーとする地域食
生活連絡会を各区で実
施し、食育の取り組み
についての情報交換
や、指導媒体の検討、
普及献立の作成等を各
区において年1～2回実
施した。

食育推進のためのネッ
トワークを強化するた
め、保育所、学校、保健
センターの管理栄養士
等と食生活改善推進員
をメンバーとする地域食
生活連絡会を各区で実
施し、食育の取り組み
についての情報交換
や、指導媒体の検討、
普及献立の作成等を各
区において年１～２回
実施した。

各区において年1～2回
実施した。

○ 5
地域食生活連絡会を各
区において実施した。

健康企画課

　学校における食育指導＇給
食時間・総合的な学習の時
間・家庭科、クラブ活動（を
行っている。

拡
充

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて発達段階に応じ
た食に関する指導を
行った。

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて発達段階に応じ
た食に関する指導を
行った。

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて、発達段階に応
じた食に関する指導を
行った。

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて、発達段階に応
じた食に関する指導を
行った。

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて、発達段階に応
じた食に関する指導を
行った。

○ 4

年間指導計画に基づ
き、各学校の実態に合
わせて、発達段階に応
じた食に関する指導を
推進した。

保健体育課

100

食生活改
善推進員
による地域
活動

　からだで感じる食、みんなで
楽しい食、料理を楽しむ食な
ど、食を通して心と体を育てる
食育の観点から、調理実習な
どの体験学習を保健センター
等で行い、今後、実施回数を
増やすなど充実を図る。

拡
充

子育てふれ愛フェスタ
において、「親子で楽し
むてづくりバター教室」
を実施した。また、調理
師会と連携を図り、「親
子すし料理教室」を実
施した。

子育てふれ愛フェスタ
において食育コーナー
を設置し、親子で体験
できる「レンジでできる
簡卖蒸しパンづくり」を
実施した。また、各区の
保健センターや公民館
等で親子料理教室等を
実施した。

食生活改善推進員が
子育てふれ愛フェスタ
において、牛乳パックを
使った「デコレーション
寿司」の調理実習を
行った。また、各区の保
健福祉センターや公民
館等で親子料理教室な
どの地域活動を実施し
た。

食生活改善推進員が
子育てふれ愛フェスタ
において、市内産農産
物を使った「ちなな丼・
にんじんゼリー」の調理
実習を行った。また、各
区の保健福祉センター
や公民館等で親子料理
教室などの地域活動を
実施した。

食を通して、こころと体
を育てる食育の観点か
ら調理実習などの体験
学習を、保健福祉セン
ターやイベント等で食生
活改善推進員が実施し
た。

○ 5

食を通して心と体を育
てる食育の観点から、
食生活改善推進員によ
る調理実習などの体験
学習を実施した。

健康企画課

101

地域子育て
支援セン
ター、保育
所地域活
動における
食育に関す
る講座等

　地域子育て支援センター等
の育児講座の中で、食育に
関する講座等を実施する。

拡
充

地域子育て支援セン
ター事業、保育所(園)地
域活動事業の一環とし
て実施した。

地域子育て支援セン
ター事業、保育所(園)地
域活動事業の一環とし
て実施した。

地域子育て支援セン
ター事業、保育所(園)地
域活動事業の一環とし
て実施した。

地域子育て支援セン
ター、保育所(園)地域活
動事業で食育講座を実
施した。

地域子育て支援セン
ター「にこにこルーム」
で離乳食講座を3回、各
保育所の地域活動事
業で食に関する情報提
供や食事相談等を実施
した。

○ 4

講座等の実施により相
当の成果を得たものと
考えているが、事業の
対象者と効果を明確化
する観点から、後期計
画においては、地域子
育て支援センター事業
(計画事業№116（と保
育所事業＇№117（に分
離し、実施していくことと
した。

保育運営課

102
保育所にお
ける食育の
推進

　野菜の栽培・収穫体験や調
理にかかわる体験などを通し
て食育の推進を図る。体験回
数を増やすほか、地域の特性
を生かした保育所の食育を研
究し推進する。

拡
充

入所児童を対象に61保
育所にて栽培・収穫、
調理体験活動を中心と
した食育を日々実施す
るなどの事業を実施し
た。

野菜の栽培・収穫・調
理体験活動等の事業を
引き続き行うほか、食
育ホームページの掲載
等を実施した。

野菜の栽培・収穫・調
理体験活動のほか、職
員研修・食育ホーム
ページの充実のほか市
民向け食育講座の開催
を行った。

野菜の栽培・収穫・調
理体験活動、離乳食パ
ンフレットの作成及び職
員研修・食育ホーム
ページの充実をおこ
なった。

日々の生活や遊びの中
で、食に関する体験＇楽
しく食べる食事、栽培体
験、調理体験等（を通
し、食育の推進を行っ
た。また、職員研修や
食育ホームページの充
実を図った。

○ 5

保育所＇園（入所児童を
対象に野菜の栽培収穫
や調理体験等を行うと
ともに、保護者等等に
対する食育講座を実施
するなど、「食育」を実
施しており、今後もこれ
を継続実施する。

保育運営課

99
健康づくり
推進事業
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

103

子育ての手
引き配布
＇家庭教育
資料作成
事業（

　小・中学校入学時の保護者
及び小学校５年生の保護者
に、子育て支援の一環として
子育ての手引を配布する。

維
持

27,800部発行 27,600部を発行した。

27,400部を発行した。
＇内訳（「小学生ですよ」
10,100部、「高学年です
よ」9,300部、「中学生で
すよ」8,000部

「家庭教育応援します
～親ナビ＠低学年.ちば
し～」11,000部、「家庭
教育応援します　～親
ナビ＠高学年.ちばし
～」10,000部、「家庭教
育応援します　～親ナ
ビ＠中学生.ちばし～」
9,000部、を3月末に配
布した。

低学年＇小1（10,500部、
高学年＇小５（10,500
部、中学生＇中1（9,500
部を作成・配布

○ 5

小学校１年生、５年生、
中学校１年生の子ども
を持つ保護者に、家庭
教育資料を配布し、子
育てのサポートをしてい
る。

健全育成課

104

家庭教育
支援総合
推進事業
＇1)幼稚園
子育て講座
＇2（父親の
家庭教育を
考える集い

(1)子育て支援を目指し、幼稚
園入園時等の保護者を対象
に、子どものしつけなどの家
庭教育のあり方を見つめ直し
てもらうための講座を実施す
る。今後も全幼稚園を対象に
取り組む。
(2)小・中学校の父親の会に
対し、子育て講座の開催や、
情報交換会など、家庭教育の
あり方を見つめ直す支援を行
う。今後は、指定校の拡充を
図るとともに、市レベルでの情
報交換会を検討する。

維
持

「千葉市家庭教育推進
協議会」が文部科学省
の委託により＇幼稚園
分は「千葉市幼稚園協
会」に再委託（、(1)は92
事業、(2)は14事業を実
施した。

「千葉市家庭教育推進
協議会」が文部科学省
の委託により＇幼稚園
分は「千葉市幼稚園協
会」に再委託（、(1)は91
事業、(2)は12事業を実
施した。

親父の家庭教育を考え
る集いとして「おやじの
会」に活動費支援＇13校
実施（

平成19年度で完了＇国
の委託事業（

平成19年度で完了＇国
の委託事業（

終 4

幼稚園入園時等の保
護者や小・中学校の父
親の会に対し、子育て
に関する講座を実施し
た。

生涯学習振
興課

105

教育広報
紙「教育だ
よりちば」
の発行

　年５回、児童生徒の家庭へ
配布、公共施設での配布によ
り、本市の教育施策等に関す
る情報を提供する。

維
持

4月に 110,000部発行し
た。6・10・12・2月に各
86,000部発行した。

4月に 115,000部発行し
た。6・10・12・2月に各
88,000部発行した。

4月に 115,000部、6・
10・12・2月に各87,500
部発行した。

4月に115,000部、7月、
10月、1月に各87,000部
を発行した。他に臨時
号を２号発行した。

平成21年4月に114,000
部、7月、10月、1月に各
87,000部、平成22年4月
に114,000部を発行し
た。

○ 4
各号計画通り、確実に
発行している。

教育委員会
企画課

106
家庭教育
手帳の発
行事業

　「ドキドキ子育て」＇乳幼児
用（、「ワクワク子育て」＇低学
年～中学用（を配布し、子育
て支援を図り、家庭の教育力
の向上に資する。今後も継続
して実施する。

維
持

文部科学省より千葉県
教育庁を通じ、乳幼児
編 10,575部、小学生
＇低学年～中学年（編
15,940部、小学生＇高学
年（～中学生編 15,260
部が配布された。

文部科学省より千葉県
教育庁を通じ、乳幼児
編 10,740部、小学生
＇低学年～中学年（編
15,510部、小学生＇高学
年（～中学生編 14,720
部が配布された。

冊子を配布

平成20年度よりホーム
ページよりダウンロード
するため当該事業につ
いては、平成19年度で
完了

平成20年度よりホーム
ページよりダウンロード
するため当該事業につ
いては、平成19年度で
完了

終 5

ホームページからダウ
ンロードすることにより、
周知できるようになっ
た。

生涯学習振
興課

107
公民館「家
庭教育」啓
発事業

　家庭の教育力の向上を図る
ため、学習講座を開催すると
ともに、内容の充実を図る。

維
持

家庭教育学級など90事
業を実施した。

家庭教育学級など102
事業を実施した。

「家庭教育」に関する事
業を47公民館において
実施。

家庭教育学級など83事
業実施した。延受講者
数6,135人。

家庭教育学級など108
事業実施した。延受講
者数9,264人。

○ 5

事業数、延受講者数、
ともに増加傾向にあり、
今後も引き続き実施し
ていく。

生涯学習振
興課

108
子育て学習
講座

　小学校就学時の保護者に
対して、子どものしつけなど家
庭教育のあり方を見つめ直し
てもらうため、子育てに関する
講座を実施する。中学校入学
の子どもを持つ親に対して
は、思春期の子どもの問題行
動等をテーマとした、子育て
等に関する講座を実施する。
今後とも、両講座の内容の充
実等を図る。

維
持

「千葉市家庭教育推進
協議会」が文部科学省
の委託により、177事業
を実施した。

「千葉市家庭教育推進
協議会」が文部科学省
の委託により、178事業
を実施した。

千葉市家庭教育推進
協議会2回実施

平成19年度で完了＇国
の委託事業（

平成19年度で完了＇国
の委託事業（

終 5
平成17～19年度　全小
中学校で実施した。

生涯学習振
興課

基本目標５　次代を担う人間をはぐくむ教育の充実

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

実施状況 実施状況

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

所管課実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

実施状況 実施状況 所管課実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価

109

子育て支援
イベント事
業(子育て
ふれ愛フェ
スタ（

　尐子化問題及び子育て支
援の必要性について広報・啓
発を行うため、多様な世代が
参加できるステージイベント
等を実施する。

維
持

主に乳幼児とその保護
者を対象として事業を
実施し、各種子育て支
援施策の周知及び子育
て支援の市民意識の醸
成を図った。

主に乳幼児とその保護
者を対象として事業を
実施し、各種子育て支
援施策の周知及び子育
て支援の市民意識の醸
成を図った。

主に乳幼児とその保護
者を対象として事業を
実施し、各種子育て支
援施策の周知及び子育
て支援の市民意識の醸
成を図った。

主に乳幼児とその保護
者を対象として事業を
実施し、各種子育て支
援施策の周知及び子育
て支援の市民意識の醸
成を図った。

千葉市子ども交流館全
館及びきぼーる１階き
ぼーる広場にて全9種
のプログラムを実施。
参加人数664人

○ 4

各種子育て支援施策の
周知及び子育て支援の
市民意識の醸成を図る
とともに、親子のふれあ
いを促進する。

こども企画課

110

ファミリー
ブックタイ
ム運動の
推進

　家族で読書を楽しむ時間を
つくるよう呼びかけるなど情
報提供、啓発を行う。

維
持

リーフレット等を配布し
た。

親が子に読み聞かせた
り、家族で読書に親しん
だりする時間をつくるよ
う、呼びかけるための
リーフレット等を配布し
た。

親が子に読み聞かせた
り、家族で読書に親しん
だりする時間をつくるよ
う、呼びかけるための
リーフレット等を配布す
る

平成21年３月に、啓発
用パンフレット＇4か月児
向け；１０，０００部、新
入学児童向け；１２，００
０部（を発行した。

平成２２年３月に、啓発
用パンフレット＇４か月
児向け；１０，０００部、
新入学児童向け；１２，
０００部（を発行した。

○ 5

家族で読書を楽しむ時
間をつくるよう、引き続
き、情報提供・啓発に努
める。

中央図書館
管理課

111

思春期保
健対策事
業＇ふれあ
い体験学
習・中学生
向け)

　生命の尊厳について学び、
父性母性の涵養を図ることを
目的とし赤ちゃんとふれあう
体験学習を実施する。

維
持

中学生を対象に、4コー
ス、11回開催し、811人
参加した。

中学生を対象に、4コー
ス、13回開催し、902人
参加した。

中学生を対象に、3コー
ス、6回開催した。

中学生を対象に、3コー
ス、6回開催した。

中学生を対象に、4回開
催した。

○ 5

将来の健全な父性母性
を育てるために赤ちゃ
んふれあい体験学習を
中学生を対象に実施し
た。

健康企画課

112
思春期教
室

　思春期の子ども及びその保
護者等に対して思春期の心と
からだの発達と特徴、その対
応について知識の普及・相談
を実施し、今後、内容の充実
を図る。

拡
充

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、思春期の子を持つ
親に対し講演会を25回
開催し、延1,843人参加
した。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、思春期の子を持つ
親に対し講演会を20回
開催し、延1,608人参加
した。

各保健福祉センター・保
健センターで、思春期
の子を持つ親に対し講
演会を18回開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで、思春期
の子を持つ親に対し講
演会を14回開催した。

各保健福祉センター・保
健センターで、思春期
の子を持つ親に対し講
演会を23回開催した。

○ 5

各保健福祉センター・保
健センターで思春期の
子を持つ親に対し講演
会を実施した。

健康企画課

113
ブックス
タートの検
討

　絵本を通じて親子のふれあ
いやきずなを深める「ブックス
タート」を検討する。

新
規

保健センターの4か月健
康診査会場において、
読み聞かせボランティ
アの協力を得て、モデ
ル的に、絵本の読み聞
かせを1回実施した。

保健福祉センターの4か
月健康診査会場におい
て、読み聞かせボラン
ティアの協力を得て、モ
デル的に、絵本の読み
聞かせを2回実施した。

保健福祉センターの4か
月健康診査会場におい
て、読み聞かせボラン
ティアの協力を得て、モ
デル的に、絵本の読み
聞かせを53回実施し
た。

保健福祉センターの4か
月健康診査会場におい
て、読み聞かせボラン
ティアの協力を得て、モ
デル的に、絵本の読み
聞かせを実施した。

保健福祉センターの4か
月健康診査会場におい
て、読み聞かせボラン
ティアの協力を得て、モ
デル的に、絵本の読み
聞かせを実施した。

○ 5
平成23年度ブックス
タート実施予定。

健康企画課

114
学校評議
員制度

　地域ぐるみの教育の成果を
生かすとともに、学校･家庭･
地域の三者連携を生かした
開かれた学校づくりを推進す
る。

維
持

学校評議員が全ての市
立学校で確保され、開
かれた学校づくりの一
層の推進に向け制度が
定着してきた。

学校評議員制度が継
続され、各学校で開催
する評議員会等を通
じ、学習や行事に関し
て学校と地域の情報交
換や連携が緊密にな
り、開かれた学校づくり
が推進された。

学校評議員制度が継
続され、評議員会等を
通じ、学校運営等に関
して、学校と地域の情
報交換や連携が一層
図られ、開かれた学校
づくりが推進された。

市内全小・中・特別支
援・高等学校で実施し、
地域や家庭の代表意
見を、校長が学校運営
に反映、生かせるように
している。

学校・家庭・地域の三
者連携を生かした、開
かれた学校づくりを一
層推進させるために各
学校で実施した。

○ 5
　学校経営の硬直化を
防ぐための新たな人材
の確保、育成

学事課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

実施状況 実施状況 所管課実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価

平成16年度より全市一
斉に制度を導入してお
り、二学期制の転換が
円滑に進められた。ま
た、各学校においては、
教育課程の工夫・改
善、授業時数の確保、
きめ細かな指導など、
「ゆとり」の中で特色あ
る学校づくりを推進し
た。

「ゆとり」の中での教育
活動の推進に向けた、
二学期制が継続され
た。

「ゆとり」の中での教育
活動の推進に向けた、
二学期制が継続され
た。

平成１６年度から２学期
制に移行済みのため本
事業終了

終 － 学事課

平成16年度より全市一
斉に制度を導入してお
り、二学期制の転換が
円滑に進められた。ま
た、各学校においては、
教育課程の工夫・改
善、授業時数の確保、
きめ細かな指導など、
「ゆとり」の中で特色あ
る学校づくりを推進し
た。

各学校において、教育
課程の工夫・改善、授
業時数の確保、きめ細
かな指導など、特色あ
る学校づくりを推進し
た。

各学校において、教育
課程の工夫・改善、授
業時数の確保、きめ細
かな指導など、特色あ
る学校づくりを推進し
た。

平成１６年度より２学期
制に移行済みのため本
事業終了

終 － 指導課

116
尐人数指
導教員配
置事業

　　生活指導や基礎・基本的
な学習内容の確実な定着を
図るなど、教科の特性に応じ
たきめ細かな指導を行うため
の尐人数指導＇非常勤講師
配置（

維
持

小学校40校に配置し
た。

小学校40校に配置し
た。

小学校に39人配置し
た。

小学校４２校に４７人配
置した

小学校４２校に４９人配
置した。

○ 5

教員定数改善計画によ
り、対象学年などの見
直しを図る必要が生じ
る

教職員課

117
ボランティ
ア教育推進
事業

　実施校にボランティア教育
推進委員会を設置し、活動を
推進する中で、ボランティア精
神の基礎を養う。

維
持

中学校７校をボランティ
ア教育推進校に指定し
て実施した。

「ボランティア教育推進
校」に指定した7中学校
で事業を実施し、実践
資料集を発行した。

「ボランティア教育推進
校」に指定した7中学校
で事業を実施した。

市内７中学校をボラン
ティ教育推進校に指
定。養護施設訪問、交
流。公園や公共設備等
の清掃・美化活動を行
い、実践資料集にその
様子をまとめ、市内の
小・中・特別支援学校に
配布した。

推進校では、生徒がボ
ランティア活動を立案
し、学区の清掃・美化活
動、プルタブ回収、敬老
会へのボランティア参
加等を行った。

○ 5
他の機関の類似事業と
の統合を検討

指導課

118

夢広がる学
校 づく り 推
進事業＇楽
しい教室づ
くり（

　優れた知識・技能を有する
社会人を学校教育に活用す
ることにより、多様な教育活
動を展開し、児童生徒の社会
性や学ぶ意欲の向上を図る。

維
持

「楽しい教室づくり」を、
小学校50校、中学校11
校、計　61校で実施し
た。

「楽しい教室づくり」を、
小学校50校、中学校13
校、計　63校で実施し
た。

「楽しい教室づくり」を小
学校50校、中学校12
校、計62校で実施した。

小中学校合わせて74校
の募集に対して、67校
実施し91％の実施率で
あった。

小中学校合わせて65校
の募集に対して、62校
が実施し95％の実施率
であった。

○ 5

事業終了
22年度より「子どもの夢
をはぐくむ学校サポート
推進事業」に統合

指導課

115
学校二学
期制の推
進

　学校二学期制の実施によ
り、家庭・地域との連携、教育
課程の工夫・改善、きめ細か
な指導など、「ゆとり」の中で
特色ある学校づくりを推進す
る。

拡
充
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

実施状況 実施状況 所管課実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価

各学校において、教育
課程等を工夫し、特色
ある学校づくりを行っ
た。各学校の特色ある
学校づくりのため、小学
校費244,301千円、中学
校費136,276千円、養護
学校費4,787千円の支
援を実施した。

各学校の特色ある学校
づくりのため、1校平均
3,000千円の支援をす
る。

各学校の特色ある学校
づくりのため、1校平均
3,000千円の支援をし
た。

各学校において、教育
課程等を工夫し、特色
ある学校づくりを行っ
た。各学校の特色ある
学校づくりのため、小学
校299,613千円、中学校
149,710千円、特別支援
学校5,204千円の支援
を実施した。

各学校において、教育
課程等を工夫し、特色
ある学校づくりを行っ
た。各学校の特色ある
学校づくりのため、小学
校329,805千円、中学校
159,437千円、特別支援
学校5,902千円の支援
を実施した。

○ 5

【計画期間内に達成状
況】
各学校の特色ある学校
づくりのため、予算総額
で1校平均3,000千円の
予算を維持し各学校へ
配付している。執行率
は90%以上を達成してい
る。
【後期計画への課題
等】
今後、厳しい財政状況
のなか、予算総額で1校
平均3,000千円の財源
確保するのに苦慮して
いる。

学校財務課

－

各学校において、教育
課程等を工夫し、特色
ある学校づくりを行っ
た。

各学校において、教育
課程等を工夫し、特色
ある学校づくりを行っ
た。

各小学校の特色ある教
育活動の様子を冊子に
まとめ、市内小・中・特
別支援学校に配布し
た。

各中学校の特色ある教
育活動の様子を冊子に
まとめ、市内小・中・特
別支援学校に配布し
た。

○ 4 新鮮な企画の立案 指導課

120
小学校英
語活動推
進事業

　英語を母語とする外国人
を、教員の補助者として配置
し、市内全小学校5・6年生を
対象に、英語活動を行う。今
後は、対象学年の拡充を目
指す。

拡
充

英語を母語とする外国
人講師を配置し、市内
全小学校6年生を対象
に英語活動を行った。

英語を母語とする外国
人講師を配置し、市内
全小学校の5・6年生を
対象に英語活動を実施
した。

英語を母語とする外国
人講師を配置し、市内
全小学校の5・6年生を
対象に英語活動を実施
した。

英語を母語とする外国
人講師を、教員の補助
者とし、市内全小学校
５・６年生全学級に年間
３０時間配置し、英語活
動を実施した。

市内５・６年全学級に外
国人講師を年間３０時
間配置し、英語活動を
実施した。文部科学省
委託研究事業により、
研究協力校において評
価の在り方等について
実践研究を推進した。

○ 4

文部科学省から「外国
語活動における教材の
効果的な活用及び評価
の在り方等に関する実
践研究事業」の委託を
受け、児童がより意欲
的に英語活動に取り組
めむための研究を進め
てきたが、平成２２年度
は廃止となっている。

指導課

121

外国人児
童生徒指
導協力員
派遣事業

　日本語指導の必要な外国
人児童･生徒の在籍校に指導
協力員を派遣し、個別指導や
グループ指導を実施する。

維
持

日本語指導の必要な外
国人児童･生徒の在籍
校に、9人の外国人児
童生徒指導協力員を派
遣し、個別指導やグ
ループ指導を実施し
た。

日本語指導の必要な外
国人児童･生徒の在籍
校に、9名の外国人児
童生徒指導協力員を派
遣し、個別指導やグ
ループ指導を実施し
た。

日本語指導の必要な外
国人児童･生徒の在籍
校に、9名の外国人児
童生徒指導協力員を派
遣し、個別指導やグ
ループ指導を実施し
た。

日本語指導の必要な外
国人児童･生徒の在籍
校に、１１名の外国人児
童生徒指導協力員を派
遣し、個別指導やグ
ループ指導を実施し
た。

日本語指導の必要な外
国人児童･生徒の在籍
校に、１１名の外国人児
童生徒指導協力員を派
遣し、個別指導やグ
ループ指導を実施し
た。

○ 4

日本語指導を必要とす
る児童生徒340人が在
籍する118校＇21年度
末（に指導協力員を派
遣。外国人児童生徒指
導協力員では対応でき
ない言語の外国人児童
生徒が増えており、ボラ
ンティアに依頼している
こと。

指導課

122

市立千葉
高等学校
海外・国内
科学技術
研修事業

　理数科の特色を生かした授
業の一環として、自然の事
物・現象に対する関心を高
め、科学的に探求する態度、
能力及び豊かな国際性を養う
ことを目的に、１年次は国内
＇伊豆大島（、２年次は海外
＇アメリカ合衆国（において科
学技術研修を実施する。

維
持

1年生は国内＇伊豆大
島（で2泊3日、2年生は
アメリカ合衆国イエロー
ストーン国立公園他で9
泊10日の日程で実施し
た。

1年生は国内＇伊豆大
島（で2泊3日、2年生は
アメリカ合衆国イエロー
ストーン国立公園他で9
泊10日の日程で実施し
た。

1年生は国内＇伊豆大
島（で2泊3日、2年生は
アメリカ合衆国ヨセミテ
国立公園他で9泊10日
の日程で実施した。

１年生は国内＇伊豆大
島（で２泊３日、２年生
はアメリカ合衆国ヨセミ
テ国立公園他で８泊１０
日の日程で実施した。

１年生は国内＇伊豆大
島（で２泊３日、２年生
はアメリカ合衆国国立ヨ
セミテ公園他で６泊８日
の日程で実施した。

○ 5

学習指導要領におい
て、理数科では野外観
察、課題研究等が求め
られている。この趣旨を
踏まえ、アメリカ合衆国
や伊豆大島の研修にお
いて科学技術の見学、
動植物の調査を行うこ
とにより理数学習への
関心や意欲を深めた。

千葉高等学
校

119
特色ある学
校づくりの
推進

　各学校の自主性・自律性の
確立のため、学校の裁量で執
行可能な予算措置の拡大を
図ることにより、地域の実情
に応じた総合的な学習や体
験的な学習など、各学校の創
意工夫を生かした特色ある教
育活動の積極的な支援を行
う。

拡
充
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123
音楽関係
中央大会
派遣事業

　関東大会、東日本大会、全
国大会等の関東大会以上の
大会出場に係わる、児童生徒
の交通費、宿泊費、楽器運送
費、練習会場費、参加費等を
補助する。

維
持

小学校1校＇誉田東
小（、中学校4校＇土気
中2回、貝塚中、加曽利
中、生浜中（の大会出
場に係わる費用の補助
を行なった。

小学校1校＇誉田東
小（、中学校2校＇土気
中3回、貝塚中2回（の
大会出場に係わる費用
の補助を行った。

小学校1校＇誉田東
小（、中学校2校＇土気
中3回、貝塚中2回（の
大会出場に係わる費用
の補助を行った。

関東大会１校、東日本
大会２校、全国大会３
校が出場した際の大会
出場に係わる、児童生
徒の交通費、宿泊費、
楽器運送費、練習会場
費、参加費等を補助し
た。

日本管楽器合奏コンテ
スト全国大会や、東関
東吹奏楽コンクールに
参加した児童の交通
費、、楽器運送費、練習
会場費、参加費等を補
助した。

○ 4
大会における、審査結
果による対応のため計
画がたてにくい。

指導課

124
学校訪問
おはなし会

　地区図書館では、小学校等
を訪問し、在籍の児童を対象
にブックトークを行うなど、子
どもたちが本に親しむための
きっかけづくりの場を提供す
る。

維
持

地区図書館　66回
2,646人

中央図書館　1回　60
人、地区図書館　70回
2,319人。地域おはなし
ボランティアの活用を実
施した。地域おはなしボ
ランティア　53回　1,060
人

78回　2,626人
各地区図書館で学校訪
問おはなし会等を実施
した。14施設2,484人

一部地区図書館で学校
訪問おはなし会等を実
施した。
15施設1,870人

○ 4
運営方法の検討＇全館
での実施を目指す、ボ
ランティアの活用（

中央図書館
情報資料課

125
特別非常
勤講師配
置事業

　各分野で優れた知識や技術
を有する社会人を、小・中学
校に派遣し、児童生徒の個性
を生かす多様な教育の一層
の充実を図る。

拡
充

配置状況：小学校7校
＇音楽（、中学校2校＇国
語・数学（で実施した。

配置状況：小学校7校
＇音楽（、中学校2校＇国
語、数学（で実施した。

配置状況：小学校7校
＇音楽（、中学校2校＇国
語、数学（で実施した。

小学校８校、中学校２
校に９名の特別非常勤
講師を派遣した。

小学校９校、中学校１
校に９名の特別非常勤
講師を派遣した。

○ 3

２１年度希望する学校
が２３校あるなかで９校
の配置である。今後希
望する学校に全校配置
できるよう拡充していく
ことが課題である。

指導課

126
外国青年
招致事業

　中学校、高等学校に外国語
指導助手＇ＡＬＴ：日本人英語
教師との協同授業を業務とす
る（を配置する。今後は、ＡＬＴ
の増員を目指し、中学校、高
等学校への派遣日数の増加
を図る。

拡
充

市立の中・高等学校へ
外国語指導助手を派遣
し、協同授業を行った。

市立の中・高等学校へ
外国語指導助手19名を
配置し、協同授業を
行った。

市立の中・高等学校へ
外国語指導助手19名を
配置し、協同授業を
行った。

中学校・高等学校に１９
名の外国語指導助手
等を配置し、日本人教
師との協同授業を実施
した。

中学校・高等学校に１９
名の外国語指導助手
等を配置し、生徒のコ
ミュニケーション能力等
の育成に成果をあげ
た。

○ 4

中・高に１９名の配置は
政令指定都市中で最も
尐なく、人数の拡大に
努めることが課題となっ
ている。

指導課

127
学校図書
館充実推
進事業

　全小中学校に学校図書館
指導員120名を配置している。
小学校へ64名＇1校1名週4日
勤務が8校、残り112校は1名
が週2日ずつ2校を勤務（、中
学校へ56名＇1校1名週4日勤
務（となっている。学校図書館
指導員は、図書の整理・環境
整備、児童生徒の読書相談
対応、読み聞かせ活動等の
業務を行う。また、読書セン
ター的機能に加え、学習･情
報センター機能を学校図書館
に付加するため、児童生徒
個々の課題に応じた図書の
充実に努める。今後は、学校
図書館指導員の資質向上を
図るとともに、小・中学校にお
ける指導内容や方法の一層
の充実を目指す。

拡
充

小学校120校全校に学
校図書館指導員を配置
し、図書の整理・環境整
備、児童生徒の読書相
談対応、読み聞かせ活
動等の業務を行うととも
に、児童生徒個々の課
題に応じた図書の充実
を図った。

全小学校に図書館指導
員を配置し、図書の整
理・環境整備、児童生
徒の読書相談、読み聞
かせ活動等を行うととも
に、図書の充実を図っ
た。

全小学校に図書館指導
員を配置し、図書の整
理・環境整備、児童生
徒の読書相談、読み聞
かせ活動等を行うととも
に、図書の充実を図っ
た。

全小中学校に120名の
学校図書館指導員が
配置され、読書活動の
充実推進が図られた。
結果として、小学生の
月平均読書冊数は20.1
冊、中学生の月平均読
書冊数は8.3冊と全国の
平均の約2倍の数字を
記録した。

全小中学校に120名の
学校図書館指導員を配
置し、読書活動の充実
推進を図った。結果、小
学生の１１月2週間の平
均読書冊数は13.7冊
＇昨年度10.0冊（、中学
生は6.0冊＇昨年度4.1
冊（と読書量がさらに向
上した。

○ 5
人材の確保と研修及び
公共図書館やボラン
ティアとの連携

指導課

128
姉妹友好
都市交流
事業

　海外の同等校と姉妹校、交
流校の提携を結んで相手校
の児童生徒の作品、手紙の
交換等を行う。

維
持

海外の同等校と姉妹
校、交流校の提携を結
んで相手校の児童生徒
のホームステイや、作
品、手紙の交換等を行
う費用を補助した。

海外の同等校と姉妹
校、交流校の提携を結
んで交流を実施し、相
手校の児童生徒と作
品、手紙の交換等を
行った。実施校 中学校
6校

海外の同等校と姉妹
校、交流校の提携を結
んで交流を実施し、相
手校の児童生徒と作
品、手紙の交換等を
行った。

海外の同等校と姉妹
校、交流校の提携を結
んで相手校の児童生徒
のホームステイや、作
品、手紙の交換等を行
う費用を補助した。

海外の同等校との間で
姉妹校、交流校の提携
を結び、相手校の児童
生徒のホームステイ
や、作品、手紙の交換
等を行う費用を補助し
た。

○ 3

21年度交流校数は13
校。海外の学校との交
流活動を行う市内の小
中学校が減尐してい
る。

指導課
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129

外国人児
童生徒指
導教室運
営事業

　専任教員を配置し、外国人
児童の日本語の習得や、学
校生活への適応を図る。

維
持

外国人児童の日本語
の習得や、学校生活へ
の適応を図った。

専任教員を配置し、外
国人児童の日本語の
習得や、学校生活への
適応を図った。配置校
小学校2校。対象児童
36名。

専任教員を配置し、外
国人児童の日本語の
習得や、学校生活への
適応を図った。配置校
小学校2校、対象児童
47名。

専任教員を配置し、外
国人児童の日本語の
習得や、学校生活への
適応を図った。配置校
小学校2校。対象児童５
１名。

専任教員を配置し、外
国人児童の日本語の
習得や、学校生活への
適応を図った。配置校
小学校2校。対象児童６
４名。

○ 3

対象児童数が多く、担
当教員＇2校に3名の加
配教員（だけでは対応
しきれていない。

指導課

130

高等学校
校舎等改
築事業(市
立千葉高
等学校)

　老朽化した高等学校の建て
替えを実施し、平成21年4月
の供用開始を目指す。

拡
充

旧校舎解体工事、敷地
造成工事などを実施し
た。

敷地造成工事、杭打工
事、校舎等改築工事な
どを実施した。

校舎等改築工事、電気
設備工事、給排水設備
工事、外構工事、植栽
工事などを実施した。

外構工事、植栽工事な
どを実施した。

家屋復旧調査５３件中
→５３件
補償交渉委託５３件中
→５１件

○ 5 学校施設課

131
小学校新
設校建設
事業

　宅地開発に伴う児童数の増
加による学校の過大規模化
の解消を図るため、新設校を
建設する。

拡
充

太陽光発電設備工事
＇小１校（、新築工事他
に係る都市整備公社事
務費

－ 19年度は整備予定なし 当該年度事業予定なし × 5 学校施設課

132
各 種 修 繕
事業

　学校施設が安全かつ正常
に機能するよう、施設の老朽
化した建物や設備を計画的に
改修する。プール付属屋の改
築工事、各種修繕工事等を
行う。

拡
充

外部改造工事＇中学校
1校（、各種修繕工事、
アスベスト除去工事な
どを実施した。

外部改造工事＇中1
校（、各種修繕工事、ア
スベスト除去工事＇前年
度繰越分（などを実施し
た。

外部改造工事＇中1
校（、各種修繕工事など
を実施した。

ﾌﾟｰﾙ改修・受変電設備
改修等各種修繕工事な
どを実施した。

屋体床張替＇稲毛２
小（・受変電設備改修
＇椿森中（等各種修繕
工事などを実施した。

○ 5 学校施設課

133

小 学 校 施
設 機 能 向
上事業＇中
学 校 施 設
機 能 向 上
事業（

　学校間の教室環境格差をな
くすため、小・中学校の余裕
教室を利用してコンピュータ
室、特殊学級教室、通級指導
教室、保健室、読書多目的
室、心の教室に改修する。

拡
充

保健室改修＇小5校（、
特殊学級教室改修＇小
1校（、適応指導教室改
修＇小1校（、第二理科
室整備＇中5校（に係る
都市整備公社事務費

特殊学級教室改修＇小
1校（、第二理科室整備
＇中4校（に係る都市整
備公社事務費

通級指導教室改修＇小
1校（に係る都市整備公
社事務費

特別支援学級教室改
修＇小1校（、適応指導
教室改修＇小1校（を実
施した。

× 4 学校施設課

134

小学校屋
内運動場
改築事業
＇中学校屋
内運動場
改築事業（

　屋内運動場の安全性を確
保するため、老朽化した屋内
運動場の改築工事を実施す
る。

拡
充

改築工事＇小1校・前年
度繰越分（、備品移動
委託他＇小1校（などを
実施した。

旧屋内運動場解体工
事＇小1校（、耐震補強
計画策定＇小2校・中1
校（、耐震化優先度調
査＇小92校・中33校（な
どを実施した。

屋内運動場の耐震化
整備手法を改築から補
強へと見直し、平成20
年度より補強事業に着
手する。

当該年度事業予定なし 20年度事業終了 終 － 学校施設課

135

私立高等
学校等教
育設備整
備事業

　私立高等学校、専修･各種
学校の教育設備備品の購入
費の一部について補助するこ
とにより、私立高等学校、専
修･各種学校の教育条件の維
持向上及び保護者の経済的
負担を軽減する。

維
持

私立高校8法人　専修・
各種学校10法人に補助
を実施した。

私立高校8法人　専修・
各種学校10法人に補助
を実施した。

私立高校8法人　専修・
各種学校8法人に補助
をした。

私立高校8法人　専修・
各種学校8法人に補助
を実施した。

私立高校8法人　専修・
各種学校7法人に補助
を実施した。

○ 5

整備事業に対する補助
金額は年々減尐してい
るが、申請を行った学
校法人等に対しては補
助を実施した。

こども企画課

136

小学校特
殊学級運
営事業(特
別支援学
級（

　小学校特殊学級＇特別支援
学級（に在籍する児童が使用
する備品等の購入を進め、障
害のある児童の学校生活の
充実を図る。

維
持

障害のある児童の学校
生活の充実を図るた
め、35校の特殊学級で
使用する備品等の購入
を実施した。

障害のある児童の学校
生活の充実を図るた
め、39校の特殊学級
＇特別支援学級（で使用
する備品等の購入を実
施した。

障害のある児童の学校
生活の充実を図るた
め、45校の特殊学級
＇特別支援学級（で使用
する備品等の購入を実
施した。

　小学校特殊学級＇特
別支援学級（に在籍す
る児童が使用する備品
等の購入を進め、障害
のある児童の学校生活
の充実を図った。

特別支援学級等設置
校５６校に、消耗品費等
を配当し、障害のある
児童の学校生活の充
実を図った。

○ 4
各校への配当予算の
見直しが必要である。

指導課
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137

中学校特
殊学級運
営事業＇特
別支援学
級（

　中学校特殊学級＇特別支援
学級（に在籍する生徒が使用
する備品等の購入を進め、障
害のある生徒の学校生活の
充実を図る。

維
持

障害のある生徒の学校
生活の充実を図るた
め、14校の特殊学級で
使用する備品等の購入
を実施した。

障害のある生徒の学校
生活の充実を図るた
め、15校の特殊学級
＇特別支援学級（で使用
する備品等の購入を実
施した。

障害のある生徒の学校
生活の充実を図るた
め、18校の特殊学級
＇特別支援学級（で使用
する備品等の購入を実
施した。

　中学校特殊学級＇特
別支援学級（に在籍す
る生徒が使用する備品
等の購入を進め、障害
のある生徒の学校生活
の充実を図った。

特別支援学級等設置
校２６校に、消耗品費等
を配当し、障害のある
児童の学校生活の充
実を図った。

○ 4
各校への配当予算の
見直しが必要である。

指導課

138
養護学校
野外活動
事業

　県内公立集団宿泊施設を
利用し、教育活動の一環＇特
別活動の学校行事（として、
野外活動を実施する。

維
持

計画No.157 の「長柄げ
んきキャンプ」事業に統
合して実施した。

）No.157「長柄げんき
キャンプ」と統合

17年度にNo.157長柄げ
んきキャンプに統合

他課統合＇No.157（＇１７
年度（

他事業と統合 終 － 保健体育課
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養護学校
特殊＇特別
支援（教育
振興事業

　産業現場等の実習に際し、
受入事業所での円滑な実習
を図る。今後は、受入事業所
の拡大を目指すとともに、実
習内容の一層の充実を図る。

維
持

市立養護学校におい
て、産業現場等の実習
を実施した。

市立養護学校におい
て、産業現場等の実習
を実施した。

市立養護学校におい
て、産業現場等の実習
を実施した。

　産業現場等の実習に
際し、受入事業所での
円滑な実習を図り。今
後は、受入事業所の拡
大を目指すとともに、実
習内容の一層の充実を
図った。

高等部生徒の現場実
習等の受け入れ事業所
を約８０確保し、円滑な
実習を図った。

○ 5 受け入れ事業所の拡大 指導課

140

要保護･準
要保護児
童生徒給
食費等扶
助費

　給食費及び補助対象となる
疾病の治療費を援助し、児童
生徒の健康の保持増進を図
る。

維
持

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び補助対象と
なる疾病の治療費の援
助をした。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び補助対象と
なる疾病の治療費を援
助をした。＇対象人数：
5,878人（

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び補助対象と
なる疾病の治療費を扶
助した。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び補助対象と
なる疾病の治療費を扶
助した。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び補助対象と
なる疾病の治療費を扶
助した。

○ 4

児童生徒が安心して学
校生活が送れるよう、
要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
給食費及び疾病治療費
の扶助を行った。

保健体育課
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要保護･準
要保護児
童生徒学
用品費等
扶助事業

　学用品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費を援
助することにより、児童生徒
の学校生活を円滑なものとす
る。

維
持

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
学用品費、修学旅行
費、その他就学に必要
な経費を援助した。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者5,023人
に対し、学用品費、修
学旅行費、その他就学
に必要な経費を援助し
た。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
学用品費、修学旅行
費、その他就学に必要
な経費を援助した。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
学用品費、修学旅行
費、その他就学に必要
な経費を援助した。

要保護･準要保護児童
生徒の保護者に対し、
学用品費、修学旅行
費、その他就学に必要
な経費を援助した。

○ 5

保護者へ配布している
周知文書に制度の記載
内容を充実させた。ま
た、事務処理にオンライ
ンシステムを導入し円
滑化を図った。今後も
援助に有効な業務の取
り組みを行う。

学事課

142
高等学校
育英資金
事業

　生徒１人あたり月額10,000
円＇年額12万円（を支給する。
＇入学説明会時に説明、申込
み受付、審査、決定、支給（

維
持

生徒53人に支給
生徒44人＇内途中認定
1人（に支給

生徒42人＇内途中認定
3人（に支給した。

生徒40人＇内途中認定
2人（に支給した。

生徒41人に支給した。 ○ 5

支給により継続して修
学できた生徒数割合
＇修学できた生徒数/受
給された生徒数（は１０
０％である。

千葉高等学
校
稲毛高等学
校

143

定時制・通
信制教育
振興会補
助事業

　定時制・通信制高等学校の
諸会費負担金などについて
補助することにより、勤労青
年の経済的負担を軽減する。

維
持

定時制　3校　通信制　1
校に補助を実施した。

定時制　3校　通信制　1
校に補助を実施した。

定時制　3校　通信制　1
校に補助を実施した。

定時制3校、通信制1校
に補助を実施した。

定時制3校：320千円/1
校
通信制1校：170/1校

○ 5

全国や関東規模の活
動に参加及び体育大会
及び文化発表会などの
参加により生徒活動に
広がりを持たせることが
でき、定時制・通信制の
教育振興として成果が
得られた。

こども企画課

144

特殊教育
児童生徒
学校給食
費扶助事
業

　給食費の援助＇１／２（を行
う。

維
持

特殊教育児童生徒の
保護者に対し、給食費
の援助＇1/2（をした。

特殊教育児童生徒の
保護者に対し、給食費
の援助＇1/2（を行った。
＇対象人数：355人（

特殊教育児童生徒の
保護者に対し、給食費
の扶助(1/2)を行った。

特別支援教育児童生
徒の保護者に対し、給
食費の扶助(1/2)を行っ
た。

特殊教育児童生徒の
保護者に対し、給食費
の扶助(1/2)を行った。

○ 4

児童生徒が安心して学
校生活が送れるよう、
特別支援教育児童生
徒の保護者に対し、給
食費の扶助(1/2)を行っ
た。

保健体育課

- 28 -



平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

実施状況 実施状況 所管課実施状況 実施状況 実施状況 進捗
状況

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価

145

特別支援
教育児童
生徒学用
品等扶助
事業

　学用品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費を援
助することにより、児童生徒
の学校生活を円滑なものとす
る。

維
持

特殊学級に在級・通級
している児童生徒の保
護者に対し、学用品
費、修学旅行費、その
他就学に必要な経費を
援助した。

特殊学級に在級・通級
している児童生徒の保
護者676人に対し、学用
品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費
を援助した。

特別支援学級に在級・
通級している児童生徒
の保護者に対し、学用
品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費
を援助した。

特別支援学級に在級・
通級している児童生徒
の保護者に対し、学用
品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費
を援助した。

特別支援学級に在級・
通級している児童生徒
の保護者に対し、学用
品費、修学旅行費、そ
の他就学に必要な経費
を援助した。

○ 4

保護者の経済的負担を
軽減することで、特別支
援教育の振興として成
果が得られた。

学事課

146
教育情報
誌発行事
業

　特別支援教育の今日的課
題についての啓発のために
「養護教育センターだより」を
年２回発行・配布する。
  特別支援教育の取り組みの
参考となる指導資料を発行・
配布する。

維
持

養セだよりは２月下旪、
指導資料は３月配布予
定。

養護教育センターだよ
り年3回発行＇各5,000
部（し、配布した。教育
相談案内リーフレット
＇25,000部（を作成し、配
布した。特別支援教育
パンフレット＇5,000部（を
作成し、配布した。

養護教育センターだよ
り年2回発行＇各5,000
部（し、配布した。教育
相談案内リーフレット
＇25,000部（・特別支援
教育ガイドブック＇5,500
部（を作成し、配布し
た。

養護教育センターだよ
り5,000部を２回。教育
相談案内リーフレット
35,000部。特別支援教
育啓発ガイドブック
5,000部を作成し、配布
した。

養護教育センターだよ
り＇年2回（・ 特別支援
教育の取り組みの参考
となる指導資料を作成
した。

○ 5

養護教育だよりについ
ては、ページ数を50％
削減し、Ａ４版1枚で年4
回作成し、ホームペー
ジに掲載する。指導資
料についても、印刷配
布からホームページ掲
載とする方向で検討
中。

養護教育セン
ター

147
適応指導
教室管理
運営事業

　適応指導教室＇ライトポート
花見川他（での活動を通じ
て、自宅等で引きこもり状態
の解消や不登校児童生徒の
学校生活への復帰を支援す
る。

拡
充

ライトポート花見川・若
葉通学者58名、うち保
健室登校、別室登校等
部分的に学校に復帰で
きた者24人

ライトポート花見川・若
葉・中央に94名通級し、
内2名が学校に完全復
帰した。

ライトポート花見川・若
葉・中央に93名通級し、
内13名が学校に完全復
帰した。

在籍者数 88名 在籍者数130名 ○ 4 人材の確保 教育センター

148
教育相談
指導教室
事業

　個別相談指導、小集団活
動、通常学級との交流を通し
て、生活習慣の確立や対人
関係の改善を図り、原籍校へ
の復帰を支援する。

維
持

4人が入級、21人が在
籍、14人が卒業し原籍
校に復帰した。

個別相談指導、小集団
活動、通常学級との交
流を通して、生活習慣
の確立や対人関係の
改善を図り、原籍校へ
の復帰を支援した。入
級人数　15人、在籍人
数　20人、復帰人数
1人

個別相談指導、小集団
活動、通常学級との交
流を通して、生活習慣
の確立や対人関係の
改善を図り、原籍校へ
の復帰を支援した。

事務用消耗品費購入
＇消耗品費１９２千円（
研究紀要等印刷＇印刷
製本費９１千円（

中学校不登校生徒に対
して、小集団での活動
等を通しながら、学習・
生活習慣の確立を図
り、原籍校への復帰を
支援した。

○ 5
印刷物の適正部数化を
図る

指導課

149
スクールカ
ウンセラー
活用事業

　いじめや不登校などに対応
するため、中学校にスクール
カウンセラーを配置し、中学
校区の児童生徒、その保護
者、教職員からの悩み等の相
談にあたる。

拡
充

全中学校56校に配置、
相談延件数16,529件＇1
校平均295件（

全中学校56校に配置、
相談延件数16,182件＇1
校平均289件（

全中学校57校に配置

市内中学校５７校に、ス
クールカウンセラーを配
置した。また、緊急時の
対応等のためにスー
パーバイザーを3名配
置した。

市内中学校５７校に、ス
クールカウンセラーを配
置した。また、緊急時の
対応等のためにスー
パーバイザーを３名配
置した。

○ 5
小学校へのスクールカ
ウンセラーの配置を検
討する。

指導課

150
子どもと親
の相談員
活用事業

　小学校に「子どもと親の相
談員」を配置し、保護者と連
携しながら、不登校や問題行
動などの未然防止・早期発
見・早期対応に努める。

新
規

配置校数2校、相談延
件数105件＇1校平均53
件（

小学校2校に配置、相
談延件数437件＇1校平
均219件（

小学校2校に配置

市内小学校2校に、子ど
もと親の相談員を配置
した。また、市内小学校
1校に、生徒指導推進
協力員を配置した。

市内小学校２校に、子
どもと親の相談員を配
置した。また、市内小学
校１校に、生徒指導推
進協力員を配置した。

○ 5
地域で適切な人材を確
保することと、報酬の額
を検討すること。

指導課
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いじめや不登校などの
問題について、電話相
談や訪問活動を通じて
学校と連携を図りなが
らその解消に努めた。
電話相談件数：年間
268件、訪問学校数：年
間30校

訪問相談学校数　40
校、電話相談件数
333件

　不登校・いじめ等の悩
みを持つ児童生徒・保
護者からの電話相談対
応とともに、小中学校約
40校を訪問し、具体的
な対応の在り方につい
て指導・助言を行った。

　いじめや不登校の問
題について電話相談や
家庭訪問等を通し、そ
の解消に向けて学校と
連携を図りながら、指導
援助に努めた。

　いじめや不登校の問
題について電話相談や
学校訪問等を通し、学
校との連携を図りなが
ら、その解消に向けて
指導援助に努めた。学
校訪問は、小・中学校
それぞれ２０校ずつ実
施した。

○ 5

いじめや不登校の対応
は引き続き最重要課題
である。今後も、電話相
談や学校訪問等を通
し、学校との連携を図り
ながら、その解消に向
けて支援に努めるた
め、教育相談員の学校
訪問を実施していくはこ
とは必要である。

指導課

いじめや不登校などの
問題について、電話相
談や訪問活動を通じて
学校と連携を図りなが
らその解消に努めた。
電話相談件数：年間
268件、訪問学校数：年
間30校

－

不登校・いじめ等の悩
みを持つ児童生徒・保
護者からの電話相談対
応とともに、小中学校約
40校を訪問し、具体的
な対応の在り方につい
て指導・助言を行った。

電話相談件数 3,358件
電話相談件数　3,277件
学校訪問相談　103件

○ 4 人材の確保 教育センター

152

心の教室
＇カウンセリ
ングルー
ム（整備

　生徒の悩み・不安の相談や
ストレスを和らげる環境を提
供するため、中学校にカウン
セリングルームを整備する。

拡
充

改築を計画している学
校＇2校（、現状で余裕
教室がない学校＇4校（
は、未整備になってい
る。将来、改築工事を
行う時、または余裕教
室が発生した時に整備
する。

改築を計画している学
校＇2校（、現状で余裕
教室がない学校＇4校（
は、未整備になってい
る。将来、改築工事を
行う時、または余裕教
室が発生した時に整備
する。

改築予定校＇2校（及び
余裕教室がない学校＇4
校（は、未整備になって
いるため、改築工事時
や余裕教室発生時に整
備する。

当該年度事業予定なし
事業予定なし＇23年度
実施予定（

－ 4 学校施設課

153
教育相談
運営事業

　指導主事・嘱託職員による
来所相談、電話相談、訪問相
談及び精神科医による医療
相談。グループ活動＇不登校
児童生徒への適応指導（。
広報活動＇学校を通じてリー
フレット等を保護者、教職員
に配布（。

維
持

来所相談数延べ15,204
回、電話相談1,961件、
訪問相談62件、医療相
談38件、グループ活動
で60人の児童生徒の支
援を行なった。教育相
談関係のリーフレットを
保護者・学校関係者に
配布した。

児童・生徒・保護者教
職員に対して、来所相
談・電話相談・訪問相
談・医療相談を通して
様々な悩みに対応し
た。適応指導、グルー
プ活動を設定した。保
護者向けのリーフレット
を作成し配布した。

児童・生徒・保護者教
職員に対して、来所相
談・電話相談・訪問相
談・医療相談を通して
様々な悩みに対応し
た。適応指導、グルー
プ活動を設定した。保
護者向けのリーフレット
を作成し配布した。

来所相談件数 487件、
リーフレット作成5,000部

来所相談　507件
医療相談　130件
グループ活動　50件

○ 4 人材の確保 教育センター

154
特別支援
教育体制
推進事業

　小・中学校におけるＬＤ＇学
習障害（、ＡＤＨＤ＇注意欠陥
／多動性障害（、高機能自閉
症等を含めた障害のある児
童生徒への支援体制を推進
するための特別支援教育指
導員の配置、学校訪問相談
員の派遣を継続する。

拡
充

－

特別支援教育指導員
16名を前・後期あわせ
て28校に配置した。ま
た、学校訪問相談員2
名を12月末現在で116
校に派遣した。

特別支援教育指導員
16名を32校に配置し
た。学校訪問相談員2
名を12月末現在で108
校に派遣した。

特別支援教育指導員
20名体制で前・後期40
校に配置するとともに、
学校訪問相談員3名を
129回学校等に派遣し、
特別支援教育推進体
制の整備に向けた支
援・指導を行った。

特別支援教育指導員
20名を前・後期40校に
配置するとともに、学校
訪問相談員3名を135回
派遣し、各校の特別支
援教育推進体制の整
備に向けた支援・指導
を行った。

○ 5

派遣することで、児童の
困り感の解消につな
がっていることや派遣を
希望する小中学校が多
いことから、事業を拡大
して継続できないか検
討中。

養護教育セン
ター

155
農山村留
学推進事
業

　県内や長野県の農山村等
に宿泊し、自然体験活動を行
うとともに地元の小学生や地
域住民との交流を図る。地域
の特色を生かした農林漁業
等の体験活動を取り入れるな
ど、事業内容の一層の充実を
目指す。

拡
充

千葉市尐年自然の家
3,620人、県内青年の家
3,200人、長野県 1,000
人の参加があった。

千葉市尐年自然の家
1,730名、県内青年の家
6,000名、長野県 1,050
名が参加

千葉市尐年自然の家
1,230名、県内青年の家
5,860名、長野県 1,030
名が参加

8月22日から26日まで4
泊5日で、23校の小学6
年生1,051名が、長野県
での農山村留学に参加
した。また、97校の小学
6年生7,322人が、千葉
県内の宿泊施設を利用
し、農山村留学に参加
した。

8月22日から26日まで4
泊5日で、23校の小学6
年生1,036名が、長野県
での農山村留学に参加
した。また、97校の小学
6年生7,681人が、千葉
県内の宿泊施設を利用
した農山村留学に参加
した。

○ 4
県内事業における現地
校との交流やホームス
テイの実施

指導課

151

　いじめや不登校の問題につ
いて電話相談や家庭訪問等
を通し、その解消に向けて学
校と連携を図りながら、指導
援助に努める。

教育相談
長欠対策
事業

維
持
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156 移動教室

　千葉市尐年自然の家を利
用した自然体験等を通して、
子どもの自主性や社会性、豊
かな心の育成を図る。

維
持

千葉市全小学校の5年
生8,513人が千葉市尐
年自然の家で移動教室
を実施した。

千葉市全小学校の5年
生8150名が千葉市尐
年自然の家で移動教室
を実施した。

千葉市全小学校の5年
生8,560名が千葉市尐
年自然の家で移動教室
を実施した。

市内120校の5年生児
童が学校ごとに千葉市
尐年自然の家において
2泊3日の宿泊体験学
習を実施した。

4月中旪から1月末にか
けて１２０校の5年生児
童8,892名が、千葉市尐
年自然の家で2泊3日の
宿泊体験学習を実施し
た。

○ 4

千葉市尐年自然の家と
の連携により充実した
宿泊体験学習を継続す
る。

指導課

157
長柄げんき
キャンプ

　他校との合同宿泊学習を通
して、基本的な生活習慣を身
に付け、社会性を高める。

新
規

千葉市尐年自然の家で
の宿泊体験を複数の学
校と合同で実施した。
＇小中40校（

千葉市尐年自然の家で
の宿泊体験を複数の学
校と合同で実施した。
＇小中養護54校（

千葉市尐年自然の家で
の宿泊体験を複数の学
校と合同で実施した。
＇小中特別支援58校（

参加人数＇小学校４５校
４１７名、中学校１７校２
１９名、特別支援学校２
校７７名（合計６４校・７
１３名

参加人数＇小学校45校
395名、中学校23校230
名、特別支援学校2校
83名（合計70校・708名
が参加した。

○ 5

宿泊体験や他校と交流
するこの事業は、子ども
たちの豊かな心身をは
ぐくむ機会としてとても
有効である。ただ、４月
の早い時期の実施は、
準備や指導の関係から
難しい。

指導課

158
長柄ジョイ
ントキャン
プ

　豊かな自然環境の中で、
様々な体験活動を通しながら
自主性・社会性をはぐくみ、学
校復帰を促す。

新
規

千葉市尐年自然の家2
泊3日　参加児童35人
で実施した。

千葉市尐年自然の家
で、10月に33名、1月に
34名の児童生徒が参
加し、2泊3日のｷｬﾝﾌﾟを
実施した。。

千葉市尐年自然の家
で、10月に35名、1月に
22名の児童生徒が参
加し、2泊3日のキャンプ
を実施した。。

千葉市尐年自然の家に
おいて2回キャンプを実
施した。

実施回数　2回 ○ 4 運営方法の検討 教育センター

159
長柄ハッ
ピーキャン
プ

　集団生活を通して社会性を
向上させ、通常学級での適応
力を高める

維
持

－

千葉市尐年自然の家に
おいて児童32人が参加
し、2泊3日のキャンプを
実施した。

尐年自然の家2泊3日
参加児童25人で実施し
た。

尐年自然の家2泊3日
参加児童33人で実施し
た。

尐年自然の家2泊3日
参加児童29人で実施し
た。

○ 5

2泊3日の生活で児童の
実態を把握できるので
児童の学校・家庭生活
における課題と指導の
方向性が明らかにな
る。児童は、集団活動
のスキルを身につける
ことができる等の成果
があるので、今後も継
続。

養護教育セン
ター

160
科学館整
備事業

　子どもたちの探究心向上と
創造力育成のための参加体
験型「科学館」の整備を図る。

新
規

平成19年10月のオープ
ンを目指し､展示物及び
プラネタリウムの制作
委託業務など実施し
た。

平成19年10月のオープ
ンを目指し各学校との
連携について理科主任
会や理科センター主任
と協議した。

平成19年10月「千葉市
科学館」開設

１９年度開設完了 19年度開設完了 終 － 指導課

160
科学館整
備事業

　子どもたちの探究心向上と
創造力育成のための参加体
験型「科学館」の整備を図る。

新
規

平成19年10月のオープ
ンを目指し､展示物及び
プラネタリウムの制作
委託業務など実施し
た。

指定管理者募集選定
業務委託の実施。科学
館ボランティアの養成
＇前期22名、後期26名（

科学館ボランティア養
成29名
H19.10.20運営開始
＇H19年度利用者数
224,449人（

指定管理委託料及び管
理組合負担金。利用者
数　404,735人

指定管理委託料及び管
理組合負担金。利用者
数354,849人

○ 5
計画通り、平成１９年１
０月２０日にオープンし
た。

生涯学習振
興課

161
ふれあいパ
スポート事
業

　市内施設を土曜日に無料
＇一部有料（で利用できるパス
ポートを配布する。

維
持

土曜日に市内施設を無
料で利用できるパス
ポートを市内在住・在学
の児童生徒に配布し
た。

土曜日に市内施設を無
料または割引で利用で
きるパスポートを市内
在住・在学の児童生徒
に配布した。発行部数：
小学生用：58,000部、中
学生用：28,000部

市内在住・在学の児童
生徒に配布した。カード
及びリーフレット：各
88,000部

市内在住在学の児童・
生徒にリーフレット＇カー
ド含む（を88,000部配布
する。

市内在住在学の児童・
生徒にリーフレット＇カー
ド含む（を88,000部配布
した。

○ 4
利用率は増加してい
る。さらなる利用率向上
を図る。

教育委員会
企画課
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　千葉市青尐年ミュージカル
を実施する。

維
持

小・中学校音楽鑑賞教
室公演委託＇22公演（、
小・中学生と保護者を
対象とするオーケストラ
コンサート＇4公演（、青
尐年の参加による
ミュージカル公演＇2公
演、隔年開催（

小・中学校音楽鑑賞教
室公演委託＇19公演（、
小・中学生と保護者を
対象とするオーケストラ
コンサート＇4公演（

青尐年の参加による
ミュージカル公演＇2公
演、隔年開催（

各年開催のため、事業
予定なし

平成２１年１０月１１日
＇日（
市民会館で実施した。
出演者、スタッフ49人
観覧者741人

○ 4

青尐年が身近に参加で
きる芸術文化事業とし
て実施し、概ね目標は
達成された。今後は、
「文化ふれあい事業」と
して「青尐年ミュージカ
ル」に限らず色々なジャ
ンルを検討して実施す
る予定。

文化振興課

　小・中学校音楽鑑賞教室、
小・中学生のためのオーケス
トラコンサートを実施する。

維
持

－ －

小・中学校音楽鑑賞教
室公演委託＇20公演（、
小・中学生と保護者を
対象とするオーケストラ
コンサート(4公演)

小・中学校音楽鑑賞教
室を１７公演、小・中学
生のためのオーケスト
ラコンサートを５公演実
施した。

小・中学校音楽鑑賞教
室を１0公演、小・中学
生のためのオーケスト
ラコンサートを５公演実
施した。

○ 4
多数の児童生徒が参
加できるよう、公演回数
を増やすこと。

指導課

163
单部児童
文化セン
ター事業

　各種講座の開催、尐年団体
育成、活動の場の提供等、子
どもたちを中心とした利用者
のニーズに適合した事業を推
進する。今後とも、各種講座
や活動の場等の充実を図る。

維
持

19事業を実施した。 15事業を実施した

各種講座の開催、尐年
団体育成、活動の場の
提供等、子どもたちを中
心とした利用者のニー
ズに適合した事業を推
進。

子ども卓球教室など14
事業を実施した。延受
講者数517人。

子ども卓球教室など15
事業を実施した。延受
講者数579人。

○ 4

今後も引き続き、子ども
たちを中心とした利用
ニーズに適合した事業
を実施していく。

生涯学習振
興課

164
尐年尐女
科学クラブ

　講師の指導による科学工夫
工作の活動を通じ、科学的な
ものの考え方や豊かな想像
力を育成する。「千葉市科学
館」の教育普及事業として実
施する。

維
持

5月15日より4期に分け
て、年間30回実施した。

5月28日より4期にわけ
て、年間30回開催。

小学4年生から中学2年
生を対象に科学工作等
を実施＇11回（

尐年尐女を対象とした
科学工作の講座を通年
で実施した。実施回数３
２回

尐年尐女を対象とした
科学工作の講座を通年
で実施した。実施回数
32回。

○ 5

今後も引き続き、尐年
尐女を対象とした科学
工作の講座を実施す
る。

生涯学習振
興課

165
アストロクラ
ブ

　講師の指導により、天体望
遠鏡の製作と天体観測等を
行う。「千葉市科学館」の教育
事業として実施する。

維
持

6月18日より、年間12回
実施した。

6月17日より年間13回
開催。

小学5・6年生を対象に
天文に関する講座を実
施＇7回（

尐年尐女を対象とした
天文活動の講座を通年
で実施した。実施回数１
３回

尐年尐女を対象とした
天文活動の講座を通年
で実施した。実施回数
14回。

○ 5

今後も引き続き、尐年
尐女を対象とした天文
活動の講座を実施す
る。

生涯学習振
興課

166
尐年自然
の家運営
事業

　子どもたちによる生活体験、
自然体験、共同宿泊体験等
の教育的体験活動を行う。

維
持

市内120校の小学校5
年生が「移動教室」、6
年生の一部が「農山村
留学」として利用したほ
か、尐年団体や家族等
の利用があった。延利
用者数　79,275人

ＰＦＩ事業として、民間事
業者による施設の維持
管理や主催事業の実
施等事業運営を行っ
た。利用者数：73,285
人、内訳：子ども：
52,219人、大人：21,066
人

PFI事業として、民間事
業者による施設の維持
管理や主催事業の実
施等事業運営を行っ
た。利用者数：75,274名

PFI事業として、民間事
業者による施設の維持
管理や主催事業の実
施等事業運営を行っ
た。

PFI事業として、民間事
業者による施設の維持
管理や主催事業の実
施等事業運営を行っ
た。＇利用者数 79,235
人（

○ 5

青尐年の健全育成のた
めの方策＇共同宿泊活
動の場と多機能なプロ
グラム（を、より効果的
に提供しており、本市の
青尐年教育に貢献して
いる。

健全育成課

167
自然教室
推進事業

　高原千葉村で３泊４日の体
験活動を実施する。

維
持

高原千葉村で、規律あ
る集団宿泊生活を通し
て、生徒の健康増進を
図った。

市立中学校全56校の2
年生が高原千葉村で豊
かな自然をあじわいな
がら、規律有る集団宿
泊生活を通して、たくさ
んの体験活動を実施し
た。

市立中学校全56校の2
年生が高原千葉村で豊
かな自然をあじわいな
がら規律ある集団宿泊
生活をし、体験活動を
実施した。

市立中学校全57校の2
年生が高原千葉村で豊
かな自然をあじわいな
がら、規律ある集団宿
泊生活を通して、たくさ
んの体験活動を実施す
る。

市立中学校全57校の2
年生が高原千葉村で豊
かな自然をあじわいな
がら、規律ある集団宿
泊生活を通して、数多く
の体験活動を実施し
た。

○ 5
市立中学校全校＇５７
校（の２年生が参加す
ることができた。

保健体育課

168
青尐年ふ
れあいセミ
ナー

　青年会議所との共催によ
り、フィリピン共和国ケソン市
へ子どもたちを派遣、交流を
行ったり、また、国内で様々な
自然体験活動を行い、子ども
たちの健全育成に寄与する。
予算面では一部ＪＣに負担金
を支出する。

維
持

千葉市尐年自然の家で
体験セミナーを開催し
た。参加青尐年数　30
人

地域社会で子どもたち
を守る防犯意識強化の
ため、講演会やハイタッ
チ運動を実施した＇参加
小学生51,499人・一般
12,160人・　記録集
＇DVD（を全小学校に配
布（。

小学4～6年生を対象
に、2泊3日の宿泊体験
事業を千葉青年会議所
との共催により実施し
た。宿泊場所：県立大
房岬尐年自然の家、無
人島「浮島」

小学5～6年生を対象
に、2泊3日の宿泊体験
事業を千葉青年会議所
への後援で実施した。
＇参加者小学５～6年生
43人、その他関係者40
人（

(社)千葉青年会議所と
の共催により、市立本
町小学校で小学校5～6
年生を対象に、「いじめ
撲滅」を目的としたプロ
レス観戦等を開催した。
参加者76名。

○ 5 H21年度で事業終了 健全育成課

162
芸術文化
鑑賞事業
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169

青尐年及
び青尐年
指導者海
外派遣事
業

　青尐年及び青尐年指導者を
海外に派遣し、青尐年関連施
設を訪問したり、交流を図るこ
とで、国際的視野を広めると
ともに青尐年の健全育成に役
立てる。

維
持

ノースバンクーバーヘ
青尐年及び青尐年指導
者を9人派遣した。

17年度事業終了 17年度事業終了 17年度事業終了 17年度事業終了 終 － 健全育成課

170
子ども図書
館たんけん
隊

　普段見ることのできない自
動出納書庫等の図書館施設
の見学を行う。＇夏休み中（

維
持

実施回数　5回、参加人
数　87人

実施予定回数　4回、参
加予定人数　63人

4回　73人

中央図書館で子ども図
書館たんけん隊を実施
した。4回実施　82名応
募　69名参加

中央図書館で子ども図
書館たんけん隊を実施
した。
4回実施　69名応募　62
名参加

○ 5
運営方法の検討＇対象
学年の引き下げ、ボラ
ンティアの活用（

中央図書館
情報資料課

171
定例おはな
し会

　素話・本の読み聞かせ・手
遊び等を行う。

維
持

全館合計　実施回数
725回、参加人数
10,176人

12館実施、12館合計
実施回数　739回、参加
人数　10,663人

全館で実施　725回
10,355人

各図書館で定例おはな
し会を実施した。
756回実施　10,024名参
加

各図書館で定例おはな
し会を実施した。
807回実施　9,911名参
加

○ 5 人材の確保、育成
中央図書館
情報資料課

172
こども一日
図書館員

　地区図書館の裁量により、
「子ども一日図書館員」として
職場体験を行う。

維
持

3館実施、3館合計　実
施回数　8回、参加人数
139人

3館実施、3館合計　実
施回数　10回、参加人
数　121人

8回　　101人

各地区図書館でこども
一日図書館員を実施し
た。
10回実施　133名参加

一部地区図書館でこど
も一日図書館員を実施
した。
10回実施　98名参加

○ 5
運営方法の検討＇全館
での実施を目指す（

中央図書館
情報資料課

173
かるた会・
こども読書
会他

　地区図書館においては、
ニーズ等に応じ、子ども向け
の各種事業を展開する。＇「子
ども読書会」「子ども映画会」
「科学で遊ぼう」など（

維
持

6館実施、6館合計　実
施回数　7回、参加人数
121人

6館実施、6館合計　実
施回数　16回、参加人
数　926人

20回　1,009人

各地区図書館でかるた
会・こども読書会他を実
施した。かるた会・3回
実施　40名参加　こども
読書会他・1,001名参加

各地区図書館でかるた
会・こども読書会他を実
施した。
かるた会・3回実施　46
名参加
こども読書会他・1,488
名参加

○ 5 開催日時の検討
中央図書館
情報資料課

174

子ども読書
の日記念・
夏・冬の親
子おはなし
会

　親子を対象に、絵本の読み
聞かせや、パネルシアターな
どを行う。

維
持

全館合計　実施回数
54回、参加人数　1,573
人

12館実施、12館合計
実施回数　75回、参加
人数　1,998人

64回　1,524人

各図書館で子ども読書
の日記念・夏・冬の親
子おはなし会を実施し
た。63回実施　1,475名
参加

各図書館で子ども読書
の日記念・夏・冬の親
子おはなし会を実施し
た。
65回実施　1,347名参加

○ 5 開催日時の検討
中央図書館
情報資料課

175
わらべうた
と絵本の会

　わらべうたと手遊び、絵本の
読み聞かせを行う。

新
規

実施回数　24回、参加
人数　778人

実施回数　24回、参加
人数　898人

29回　877人

中央図書館、美浜図書
館でわらべうたと絵本
の会を実施した。24回
実施　584名参加

中央図書館、若葉図書
館、美浜図書館、打瀬
分館でわらべうたと絵
本の会を実施した。
29回実施　509名参加

○ 5 人材の確保、育成
中央図書館
情報資料課

176
外国語お
はなし会

　外国人等の親子を対象に、
原語で絵本の読み聞かせを
行う。

新
規

実施言語：中国語、参
加人数　47人

実施言語：ハングル、参
加人数　26人

2回　60人

中央図書館で外国語お
はなし会を実施した。
1回実施　30名募集　28
名参加

中央図書館で外国語お
はなし会を実施した。
1回実施　30名募集　21
名参加

○ 5
運営方法の検討＇英語
以外の言語の追加（

中央図書館
情報資料課

177
地域おはな
しボランティ
ア養成講座

　図書館のおはなしボランティ
アとして活動するために、読
み聞かせ等の手法を学ぶ。

維
持

初級：2回　59人、中級：
3回　74人、上級：4回
104人

初級：2回　60人、中級：
3回　90人、上級：4回
120人

初級・中級･上級　27人
受講終了

中央図書館で地域おは
なしボランティア養成講
座を実施した。30名募
集　55名応募　31名終
了

20年度事業終了 終 5
登録者109人＇平成22
年4月現在（

中央図書館
情報資料課

178
親子で楽し
む絵本講
座

　地区図書館においては、わ
らべうたや手遊びを通して、
絵本との出会いの場を提供
する。

維
持

6地区図書館と2分館で
実施　実施回数　22回、
参加人数　342人

6地区図書館と2分館で
実施　実施回数　21回、
参加人数　380人

地区図書館で　9回
297人

各地区図書館で親子で
楽しむ絵本講座を実施
した。21回実施　269名
参加

各地区図書館で親子で
楽しむ絵本講座を実施
した。23回実施　369名
参加

○ 4 人材の育成
中央図書館
情報資料課
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179
子どもが語
るおはなし
会

　中学生や高校生が、絵本の
読み聞かせを行う。

新
規

実施回数　10回、参加
人数　217人、読み手と
して参加した高校生の
人数　30人

実施回数　10回、参加
人数　193人、読み手と
して参加した高校生の
人数　36人

12回　253人

中央図書館で子どもが
語るおはなし会を実施
した。14回実施　277名
参加

中央図書館で子どもが
語るおはなし会を実施
した。
8回実施　196名参加

○ 5
運営方法の検討＇読み
手の選定方法（

中央図書館
情報資料課

180
子ども読書
まつり

　年齢別おはなし会、外国語
おはなし会、本に関するクイ
ズやパズル等を総合的に実
施する。

新
規

開催館：中央館　イベン
ト数：10イベント、参加
人数　469人

4館実施、4館実施合計
イベント数：31イベント、
参加人数　1,800人

中央館・地区図書館・１
2分館　8回　3479人

各図書館で子ども読書
まつりを実施した。
3,783名参加

各図書館で子ども読書
まつりを実施した。
4,455名参加

○ 5
運営方法の検討＇全館
での実施を目指す（

中央図書館
情報資料課

181

私立幼稚
園教材費
助成事業
補助金

　私立幼稚園の教材費の一
部を補助することにより、教育
条件の維持向上及び保護者
負担の軽減を図る。

拡
充

園割　182,340円、園児
割　 1,140円の補助を
実施した。

園割　490,000円＇95
園（、園児割　 2,000円
＇16,698人（の補助を実
施した。

園割　490,000円、園児
割　2,000円の補助を実
施した。

園割　408,000円、園児
割　 1,700円の補助を
実施した。

園割　388,000円、園児
割　 1,300円＇補助対象
園児数16,394人（の補
助を実施した

○ 5

平成18年度に補助卖価
の引き上げを、平成20
年度に補助対象経費の
拡充をそれぞれ図っ
た。

保育支援課

各校で実践した交流活
動の実際を冊子にまと
め、市内小学校・幼稚
園・保育園等に配布し
た。

各校で実践した交流活
動の実際を冊子にまと
め、市内小学校・幼稚
園・保育園等に配布し
た。

18年度事業終了 18年度事業終了 18年度事業終了 終 － 学事課

各校で実践した交流活
動の実際を冊子にまと
め、市内小学校・幼稚
園・保育園等に配布し
た。

各校で実践した交流活
動の実際を冊子にまと
め、市内小学校・幼稚
園・保育園等に配布し
た。

各校で実践した交流活
動の実際を冊子にまと
め、市内小学校・幼稚
園・保育園等に配布し
た。

６行政区ごとに推進校
を指定し、近隣の幼稚
園・保育所との交流活
動を実施して、幼児教
育と小学校教育の円滑
な連携を図った。

推進指定校を12校選定
し、近隣の幼稚園１３
園、保育所(園（12園と
子どもの交流活動、教
職員の研修会を通して
の相互理解を図った。

○ 4

推進指定校の実践にと
どまらず、市内の幼保
小の連携教育を推進す
る。

指導課

8月17日～8月19日の
私立幼稚園初任者宿
泊研修の運営にあたっ
た。また、幼稚園の研
修事業等に対し補助を
行った。

幼稚園の研修事業等に
対し補助を行った。

幼稚園の研修事業等に
対し補助を実施した。

幼稚園の研修事業等に
対し補助を実施した。

幼稚園の研修事業等に
対し補助を実施した。

○ 5 保育支援課

8月17日～8月19日の
私立幼稚園初任者宿
泊研修の運営にあたっ
た。また、幼稚園の研
修事業等に対し補助を
行った。

H17年3月　千葉市立土
気幼稚園が廃園された
ことにより、H18年以
降、指導課の事業とし
ては終了となり、学事課
のみの事業となった。

H17.3月千葉市立土気
幼稚園の廃止により、１
７年度で事業終了

幼稚園教諭を対象とし
た研修会において指
導・助言を行った。
＇幼児教育支援センター
の事業として、幼稚園
教諭・小学校教諭等を
対象とした公開講座を
開催:所管教育セン
ター（

幼稚園教諭を対象とし
た研修会において指
導・助言を行った。＇幼
稚園・小学校教諭、保
護者を対象に幼児教育
にかかわる公開講座を
実施した：所管教育セン
ター（

○ 4
時代の変化に対応した
指導・助言内容の充実

指導課

183
幼稚園教
諭の研修
の充実

　幼稚園教諭に対する研修を
支援する。

維
持

182
幼保小関
連教育推
進事業

　近隣の幼稚園・保育所
＇園（・小学校間の交流を通し
て、幼児教育から小学校教育
の円滑な接続を図る。

維
持
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国の動向を注視し、情
報収集を図った。

運営委員会は指導課
所管の幼・保・小関連
教育推進協議会を運営
委員会として実施した。
また、研究推進委員会
は教育センター内にて
実施した。総合巡回相
談は11月から6区の幼
稚園を会場に実施し
た。講演会は12月に教
育センター講堂にて幼
稚園の保護者と幼稚
園・小学校教諭、保育
所職員と保護者を対象
に実施した。幼稚園と
小学校教諭合同の事
例検討会は1月に2回実
施した。

18年度事業終了 18年度事業終了 18年度事業終了 終 － 学事課

国の動向を注視し、情
報収集を図った。

運営委員会は指導課
所管の幼・保・小関連
教育推進協議会を運営
委員会として実施した。
また、研究推進委員会
は教育センター内にて
実施した。総合巡回相
談は11月から6区の幼
稚園を会場に実施し
た。講演会は12月に教
育センター講堂にて幼
稚園の保護者と幼稚
園・小学校教諭、保育
所職員と保護者を対象
に実施した。幼稚園と
小学校教諭合同の事
例検討会は1月に2回実
施した。

幼児教育プログラムを
15プログラム開発した。
また、事例検討会は幼
小の教諭131名が参
加。講演会は保護者を
中心に53名が参加。総
合巡回相談は30件につ
いて実施した。

　幼児教育相談を臨床
心理士等の有資格者を
配置して教育センター
を会場として9月から月
2回実施したほか、公開
講座＇幼児教育（を実施
した。

　幼児教育相談を臨床
心理士等の有資格者に
より教育センターを会場
として9月から2月にか
けて実施したほか、公
開講座＇幼児教育（を実
施した。

○ 4 人材の確保 教育センター

184
幼児教育
支援セン
ター事業

　教育委員会等内に保育カウ
ンセラー等からなる幼児教育
のサポートチームを設置し、
地域の関係機関と連携を図
り、幼稚園、保護者、家族等
を支援することについて検討
する。

新
規
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

185
交通安全
施設整備

　高齢者、障害者、妊産婦を
はじめ市民にやさしいまちづく
りを進めるため、千葉市交通
バリアフリー基本構想で定め
られた重点整備地区＇市内16
地区（において、道路特定事
業計画に沿って、道路標識・
段差解消・道路照明・誘導ブ
ロックなどを整備し平成22年
度を目途にバリアフリー化を
推進する。

拡
充

歩道の改良＇段差解
消、視覚障害者誘導用
ブロック（を実施した。

歩道の改良＇段差解
消、視覚障害者誘導用
ブロック（を実施した。

歩道の改良＇段差解
消、視覚障害者誘導用
ブロック（

歩道の改良＇段差解
消、視覚障害者誘導用
ブロック（を実施した。

段差解消N=236箇所、
視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯ
ｸL=1.35 kmなどの整備
を実施した。

○ 3
計画の見直しを行い、
今後も継続して事業を
推進する

維持管理課

186

鉄道・モノ
レール駅舎
のエレベー
ター等整備

　高齢者、障害者、妊産婦等
の鉄軌道利用の安全・円滑
化を図るため、駅舎内外の昇
降装置の整備、整備費補助
を行う。

拡
充

ＪＲ稲毛駅エレベーター
2基、ＪＲ稲毛海岸駅エ
レベーター2基の整備を
実施した。

西千葉駅エレベーター2
基、ＪＲ幕張本郷駅エレ
ベーター2基、京成千葉
駅エレベーター3基の整
備を実施した。

ＪＲ検見川浜駅＇エレ
ベーター3基（、ＪＲ千葉
みなと駅＇エレベーター
2基（、ＪＲ本千葉駅＇エ
レベーター1基（、モノ動
物公園駅＇エレベーター
4基（、モノ天台駅＇エレ
ベーター2基（、モノス
ポーツセンター駅＇エレ
ベーター1基（の整備を
実施した。

・ＪＲ新検見川駅＇エレ
ベーター３基（
・ＪＲ東千葉駅＇エレ
ベーター１基（
・京成幕張駅＇スロープ
１か所（
・モノレールスポーツセ
ンター駅＇エレベーター
１基（
・モノレール千葉みなと
駅＇エレベーター２基繰
越（
の整備を実施した。

・モノレール千葉みなと
駅＇エレベーター２基（
・モノレール穴川駅＇エ
レベーター２基（
・モノレールみつわ台駅
＇エレベーター４基（
・モノレール桜木駅＇エ
レベーター４基（
・モノレール作草部駅
＇エレベータ４基（の整
備を実施した。

○ 5 交通政策課

187
自転車駐
車場事業

　自転車駐車場の整備及び
維持管理を行う。

維
持

京成稲毛駅第1及び幕
張本郷第1自転車駐車
場の整備、及び既存の
自転車駐車場99か所
の維持管理を実施し
た。

鎌取駅、稲毛海岸駅で
路上自転車駐車場の
整備、自転車等駐車対
策総合計画策定のほ
か、既設101箇所の自
転車駐車場の維持管
理を実施した。

千葉駅、蘇我駅などの
駅周辺に自転車駐車場
整備するとともに、海浜
幕張駅第1・検見川浜
駅第1に自転車駐車場
自動ゲート整備した。

機械式地下自転車駐
車場の整備などを実施
する。

・千葉駅機械式自転車
駐車場　408台
・千葉駅自転車駐車場
99台
・海浜幕張駅自転車駐
車場　169台　など

○ 5
千葉市自転車等の駐
車対策に関する総合計
画に基づき順調に整備

自転車対策
課

188
放置自転
車対策事
業

　駅周辺の放置自転車を撤
去し、安全な歩行空間を確保
する

維
持

自転車利用者に対する
放置防止など啓発及び
駅周辺などで放置自転
車の撤去＇撤去台数約
21,000台（を行った。

自転車等の放置防止、
放置自転車の撤去、自
転車利用者への啓発な
どを実施した。

自転車等の放置防止、
放置自転車の撤去、自
転車利用者への啓発な
どを実施した。

自転車等放置禁止区
域の指定、放置自転車
等の撤去などを実施す
る。

・撤去台数　自転車
30,357台
 　　原付 500台　＇計
30,857台（
・撤去回数 282回

○ 5
放置自転車の減尐が
図られている。

自転車対策
課

緑区役所＇授乳室1式、
ベビーキープ2台（、美
浜区役所＇ベビーキー
プ1台、ベビーシート2
台（を設置した。

－
花見川区役所＇ベビー
キープ1台設置＇障害者
用トイレ改修（

実施なし。 実施なし。 × 4

　本庁・各区役所にお
いて、乳幼児と一緒に
安心して利用できるトイ
レ、おむつを交換するた
めのベビーシート、ベ
ビーベット等の設置を
遂次実施した。

給与課

－ －
各施設において計画的
に実施する。

本庁、区役所、保健福
祉センター等の状況調
査を行った。

本庁、区役所、保健福
祉センター等の状況調
査を行った。

○ 3

今後、子育てマップ等
において子育てバリア
フリーに関する情報提
供に努めるとともに、一
層のバリアフリー化を
図る。

こども企画課

189

公共施設
における子
育てバリア
フリー化

　本庁・各区役所において、
乳幼児と一緒に安心して利用
できるトイレやベビーベット、
授乳室、キッズコーナー等の
設置を計画的に行う。

新
規

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況

基本目標６　子育て家庭にやさしいまちづくり

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

190

子どもたち
の森公園プ
レーパーク
運営

　子どもたちが自然の中で自
分の責任でのびのびと自由
に遊べる場を運営している。

維
持

月1回のプレーパークを
行いながら、今後の運
営のあり方等の検討を
行った。また、公園整備
については、用地取得
が遅れたことから、平成
18年度に行うこととし
た。

月1回程度、現地でプ
レーパークを開催した。
プレーリーダーハウスを
はじめとする公園施設
を整備した。

プレーパークとして週5
日開設した。

引き続き週5日プレー
パークを開設した。

引き続き週5日プレー
パークを運営開設した。

○ 5

H19の開園以来、身近
に子どもたちが自然と
触れ合う場所を提供で
きたことから、目標を達
成した。しかし、運営団
体が安定的に活動を継
続していくために、人
的・資金的支援などを
拡充していく必要があ
る。

緑政課

191
市民の森
保全

　土地所有者と契約し、自然
と身近に触れ合える憩いの場
として開放している。今後市
民緑地制度への移行を検討
する。

維
持

15か所の市民の森を開
設し、広く市民に親しま
れている。

　15か所の市民の森を
開設し、広く市民に親し
まれている。

市民の憩い･散策の場
として、引き続き15か所
を開設した。

設置箇所：15か所、面
積：約34.8ha

14か所、33.2haの市民
の森を保全・開設した。

○ － 緑政課

192
街区公園
整備

　子どもたちがのびのびと遊
べる場を整備する。＇誘致距
離250ｍ　0.25㌶（

拡
充

用地買収＇山王防風林
第2公園＇仮称（・山王
防風林第3公園＇仮
称（（、基本･実施設計
＇山王防風林第3公園
＇仮称（・あずま台公園（
を行った。

基本･実施設計＇山王防
風林第2公園＇仮称（・
单部蘇我2号公園＇仮
称（（、施設整備＇山王
防風林第3公園＇仮
称（・あずま台公園（を
行った。

基本・実施設計：検見
川稲毛2号公園(仮称)、
村田川第2公園＇仮
称（、施設整備：山王ま
つかぜ公園、そが野
ハッピー公園

基本･実施設計：幕張町
4丁目公園(仮称)、誉田
町2丁目公園(仮称)、大
森町公園＇仮称（、施設
整備：検見川稲毛2号
公園(仮称)、浜野駅東
口1号公園(仮称)、用地
買収：登戸5丁目公園、
高津戸町公園

施設整備：誉田町２丁
目公園＇仮称（、幕張町
４丁目公園＇仮称（、登
戸５丁目公園、用地買
収：園生町公園(仮称)

○ 5
数値目標は達成された
が、引き続き市内の充
足率を高める。

公園建設課

193
近隣公園
整備

　子どもたちがのびのびと遊
べる場を整備する。＇誘致距
離500ｍ　２㌶（

拡
充

施設整備＇そが野ふれ
あい公園（を行った。

ー 19年度は整備予定なし 事業予定なし × 3
数値目標達成に向け、
事業候補地の検討を行
う。

公園建設課

194
地区公園
整備

　子どもたちがのびのびと遊
べる場を整備する。＇誘致距
離１ｋｍ　４㌶（

拡
充

用地買収＇稲毛北公園
＇仮称（（、実施設計＇稲
毛北公園＇仮称（（を
行った。

用地買収＇稲毛北公園
＇仮称（（、施設整備＇稲
毛北公園＇仮称（（を
行った。

施設整備：宮野木中央
公園

事業予定なし × 3
数値目標達成に向け、
事業候補地の検討を行
う。

公園建設課

195

子育て支援
のための団
地集会所
等の活用

　周辺地域の子どもの遊び場
や育児サークルなどの活動
の場として、市営住宅の団地
の集会所等を活用できるよう
検討する。

新
規

ー -
広域集会所を持つ4団
地のみ、自治会活動に
支障のない範囲で可能

広域集会所を持つ４団
地のみ、自治会活動に
支障のない範囲で可
能。

広域集会所を持つ４団
地のみ、自治会活動に
支障のない範囲で可
能。

－ 1 具体的な活用はない 住宅整備課

196

公園施設
維持管理
事業＇中
央・稲毛・
花見川・美
浜・緑・若
葉（　公園
施設維持
管理事業

　公園に設置している遊具や
遊び場について、市民・子ど
もが安全に快適に利用できる
よう巡回を行うなど、その管
理に努める。

維
持

市内1,021か所の公園
の維持管理＇清掃、除
草、芝刈り、園内点検
ほか（を実施した。

市内1,043か所の公園
の維持管理＇清掃、除
草、芝刈り、園内点検
ほか（を実施した。

市内1,094か所の公園
の維持管理を行った。

市内１,127公園の維持
管理を行った。

市内1,127公園の維持
管理を実施した。

○ 5
計画どおり実施
事業予算の確保が課
題

公園管理課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

点数 達成状況、課題等

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

197

公園緑地
事務所事
業＇中央・
稲毛・花見
川・美浜・
緑・若葉（
公園施設
維持管理
事業

　誰もが安心して利用できる
よう公園内の清掃・除草等を
行うなど、その管理に努め
る。

維
持

424か所の公園におい
て、276の清掃協力団
体による園内清掃を実
施した。

432か所の公園におい
て、277の清掃協力団
体による園内清掃を実
施した。

435か所の公園におい
て、279の清掃協力団
体による園内清掃を
行った。

436か所の公園におい
て、279の清掃協力団
体による園内清掃を
行った。

433か所の公園におい
て、279団体の清掃協
力団体による園内清掃
を実施した。

○ 5
計画どおり実施
事業予算の確保が課
題

公園管理課

　特定優良賃貸住宅の入居
収入基準の下限の緩和を行
い入居しやすくする＇Ｈ14.4.1
より（。

維
持

入居収入基準の下限
緩和を行い入居しやす
くした。

入居収入基準の下限
緩和を継続し、入居し
やすくした。

入居収入基準の下限
緩和を継続し、入居し
やすくした。

入居収入基準の下限
緩和を継続し、入居し
やすくした。

入居収入基準の下限
緩和を継続し、入居し
やすくした。

○ 4
家賃補助のない団地が
生じている。

住宅政策課

　特定優良賃貸住宅の一部
を市営住宅として借上げ、若
年世帯の入居を支援する。

維
持

3団地の一部(66戸)を、
若年世帯向けに市営住
宅として借上げ、若年
世帯の入居を支援し
た。フローラ稲毛　45
戸、プラザ園生　13戸、
メゾン・グリーンリーフ
8戸、計　66戸

3団地の一部(66戸)を、
若年世帯向けに市営住
宅として借上げ、若年
世帯の入居を支援し
た。フローラ稲毛　45
戸、プラザ園生　13戸、
メゾン・グリーンリーフ
8戸、計　66戸

3団地の一部(66戸)を、
若年世帯向けに市営住
宅として借上げ、若年
世帯の入居を支援す
る。＇フローラ稲毛　45
戸、プラザ園生　13戸、
メゾン・グリーンリーフ
8戸、計　66戸（

3団地の一部を、若年
世帯向けに市営住宅と
して借上げ、若年世帯
の入居を支援する。＇フ
ローラ稲毛65戸、プラザ
園生13戸、メゾン・グ
リーンリーフ13戸  計91
戸（＇H19年66戸（

3団地の一部を、若年
世帯向けに市営住宅と
して借上げ、若年世帯
の入居を支援する。現
在はすべて入居中＇フ
ローラ稲毛65戸、プラザ
園生13戸、メゾン・グ
リーンリーフ13戸計91
戸（。

○ 3

特定優良賃貸住宅の
借上げ期間が平成２５
度～平成２７年度に終
了する。

住宅整備課

199

子育てに関
する情報を
含めた住情
報の提供

　子育て家庭の住まい選びな
どに際して必要な子育てに関
する情報を、住まいに関する
情報と併せて提供することが
できるよう「すまいアップコー
ナー」におけるサービスの拡
充とホームページの内容の充
実を図る。

新
規

市民からの問合せに応
じて、公営住宅の母子
家庭優遇申込について
の情報提供を行った。

市民からの問い合わせ
に応じて、公営住宅の
母子家庭優遇申し込に
ついての情報提供を
行った。

市民からの問い合わせ
に応じて、公営住宅の
母子家庭優遇申し込に
ついての情報提供を
行った。

「すまいアップコーナー」
にて、母子家庭優遇申
込のできる公営住宅の
情報提供や子育て支援
に関する企画展示を実
施した。

「すまいアップコーナー」
にて、母子家庭優遇申
込のできる公営住宅の
情報提供やひとり親世
帯に対して入居を拒ま
ない民間賃貸住宅の情
報提供を実施した。

○ 3
情報提供に努力してい
る。

住宅政策課

198

若年世帯
＇子育て世
帯（の居住
支援
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

200
障害児等
療育支援
事業

　障害児＇者（施設の有する機
能を活用し、地域での生活支
援及び療育、相談体制の充
実を図るとともに、各種福祉
サービスの提供、援助調整等
を行う。

維
持

障害児＇者（施設に事業
を委託し、地域での生
活支援及び療育、相談
体制の充実を図るとと
もに、各種福祉サービ
スの提供、援助調整等
を行った。地域生活支
援　680件、訪問療育
200件、外来療育　730
件、施設支援　51件を
行った。

市内24か所で実施

＇19年12月現在（訪問
療育相談事業  238件、
訪問健康診査等事業 3
件、外来療育相談事業
342件、施設支援一般
指導事業  11件

訪問療育相談344件、
訪問健康診査9件、外
来療育相談480件、施
設支援一般指導5件を
行った。

訪問療育相談　352件、
訪問健康診査　4件、外
来療育相談　527件、施
設支援一般指導　2件
を行った。

○ 5
障害者自立
支援課

201

心身障害
児居宅生
活支援費
障害者自
立支援介
護給付＇障
害児の福
祉サービ
ス（

　障害者＇児（の日常生活の
支援等のサービスを提供す
る。

維
持

居宅介護、デイサービ
ス、短期入所について
利用者、利用時間とも
に伸び、支援費額も
33,000千円増額となっ
た。

障害者自立支援法によ
り、介護給付に統合

障害者自立支援給付
の介護給付＇居宅介
護、行動援護、児童デ
イサービス、短期入所
及び重度障害者等包括
支援（、及び地域生活
支援給付＇移動支援及
び日中一時支援（として
障害児も含め実施す
る。

平成20年度の支給実
績

　事業所やヘルパーが
不足しており、希望に添
えない場合もあるが、
概ね支援できている。

○ 5
障害者自立
支援課

202

心身障害
者＇児（施
設管理運
営経費

　心身障害児総合通園セン
ターの管理運営を社会福祉
事業団に委託

維
持

心身障害児総合通園セ
ンター(療育センター・大
宮学園（等の管理運営
を指定管理者である社
会福祉事業団が実施す
る。

心身障害児総合通園セ
ンター(療育センター・大
宮学園（等の管理運営
を指定管理者である社
会福祉事業団が実施す
る。

心身障害児総合通園セ
ンターの管理運営を社
会福祉事業団に委託
し、実施した。

心身障害児総合通園セ
ンターの管理運営を社
会福祉事業団に委託
し、実施した。

心身障害児総合通園セ
ンターの管理運営を社
会福祉事業団に委託
し、実施した。

○ 5 障害企画課

203
心身障害
児施設へ
の入所

　心身障害児を施設に入通所
させて、これを保護するととも
に、将来にわたって必要な療
育・訓練＇一部施設では療養（
を行う。

維
持

心身障害児を障害児施
設に延2,854人措置し、
委託料を支出した。

H18年9月までは、従前
どおり実施。H18年10か
らは、原則、契約制度
に移行し、保護者不在
等で契約不可能な場合
に措置を実施する。＇障
害児施設26か所で実
施（

延1,163人へ支出
延べ 1,185件へ支給を
行った。

延1,307件の助成を行っ
た。

○ 5
障害者自立
支援課

204

心身障害
児施設地
域療育事
業＇障害者
福祉措置（

　やむを得ない理由により、
一時的に保護が必要な場合
に、施設等に短期入所措置し
保護する。

維
持

やむを得ない理由によ
り、支援費制度が利用
できず一時的に保護が
必要な心身障害児を、
施設等に短期入所させ
て保護した。

障害者福祉措置制度と
して、障害児も含め実
施している。

障害者福祉措置制度と
して、障害児も含め実
施している。

障害者福祉措置制度と
して、障害児も含め実
施している。

　平成１５年度より、措
置制度から契約による
サービス利用の仕組み
となったため、利用実績
がない。

× －
障害者自立
支援課

205
重症心身
障害児(者)
通園事業

　重症心身障害児＇者（に対
し、通園の方法により日常生
活動作、運動機能等に係る訓
練、指導等必要な療育を行う
とともに、保護者等にも療育
技術を習得してもらう。

維
持

千葉県と利用に係る契
約を締結し、県が委託
した下志津病院で実施
される本事業におい
て、延66人の利用が
あった。

重症心身障害児施設
「千葉市桜木園」＇1日
の利用人員15人（と知
的障害者通所更生施
設「さいさい」＇1日の利
用人員5人（で事業を実
施した。

本市実施主体「さいわ
い」及び千葉県実施主
体「下志津病院」の２施
設へ委託料支出

延べ 151件へ支給を
行った。

延174件の助成を行っ
た。

○ 5
障害者自立
支援課

実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

基本目標７　支援が必要な子どもと家庭への対応

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了

点数 達成状況、課題等
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

点数 達成状況、課題等

206
トイライブラ
リー

　心身障害児が、おもちゃを
通じて遊ぶことにより、機能回
復及び能力発達を促進する。

維
持

＇福（千葉市手をつなぐ
育成会に事業を委託
し、毎月第1・3土曜日の
14:00から16:00まで、療
育センターすぎのこ
ルームで実施し、延478
人の利用と145個のお
もちゃの貸出しを行っ
た。

＇福（千葉市手をつなぐ
育成会に事業を委託
し、毎月第1・3土曜日の
14:00から16:00まで、療
育センターすぎのこ
ルームで実施した。＇利
用者601人、貸出数148
件（

＇社（千葉市手をつなぐ
育成会に事業を委託
し、障害児の療育のた
めのおもちゃの貸し出し
を実施。利用者数165
名

利用人数：302人、貸出
数：65点

児童延べ121人、保護
者延べ125人が利用し
た。

○ 5
障害者自立
支援課

207

重度障害
児(者)日常
生活用具
給付事業
＇障害者自
立支援日
常生活用
具給付（

　障害者＇児（に対し、日常生
活用具を給付する。

維
持

延43件の給付を行っ
た。31種目があり、最多
の種目は「電気式たん
きゅう器」で８件の給付
を行った。

日常生活用具給付に障
害児を含め実施

地域生活支援給付とし
て日常生活用具の支給
を障害児も含めて実施
した。

地域生活支援給付とし
て日常生活用具の支給
を障害児も含めて実施
した。

地域生活支援給付とし
て日常生活用具の支給
を障害児も含めて実施
した。

○ 5
障害者自立
支援課

208

身体障害
児補装具
給付事業
＇障害者自
立支援補
装具給付（

　障害者＇児（に対し、補装具
を給付する。

維
持

交付・修理について、延
1,178件の給付を行っ
た。20種目があり、最多
の種目は「紙おむつ」で
あった。

補装具給付に障害児を
含め実施

障害者自立支援給付と
して舗装具の支給を障
害児も含めて実施し
た。

障害者自立支援給付と
して舗装具の支給を障
害児も含めて実施し
た。

障害者自立支援給付と
して舗装具の支給を障
害児も含めて実施した

○ 5
障害者自立
支援課

209
桜木園管
理運営経
費

　重症心身障害児施設の管
理運営を千葉市社会福祉事
業団に委託

維
持

桜木園の管理運営を指
定管理者である社会福
祉事業団が実施する。
なお、平成16・17年度
の整備事業完了によ
り、平成18年度より新
施設が稼働し、定員
増、通園事業開始等の
施設拡充が行なわれて
いる。

桜木園の管理運営を指
定管理者である社会福
祉事業団が実施する。

重症心身障害児施設
の管理運営を千葉市社
会福祉事業団に委託
し、実施した

重症心身障害児施設
の管理運営を千葉市社
会福祉事業団に委託
し、実施した。

重症心身障害児施設
の管理運営を千葉市社
会福祉事業団に委託
し、実施した。

○ 5 障害企画課

210
障害児福
祉手当支
給事業

　年４回手当を支給する。
維
持

延3,271件の支給を行っ
た。

延3,715件の支給を行っ
た。

延4,212件の助成を行っ
た。

延4,400件の助成を行っ
た。

延4,827件の助成をし
た。

○ 5
障害者自立
支援課

211

心身障害
児童福祉
手当支給
事業

　年３回手当を支給する。
維
持

延11,526件の支給を
行った。

延11,310件の支給を
行った。

延11,106件の助成を
行った。

延11,242件の助成を
行った。

平成21年10月から重度
の精神障害児童を対象
に加え、延11,245件の
助成をした。

○ 5
障害者自立
支援課

212
心身障害
児医療費
助成事業

　医療費の自己負担額を助
成する。

維
持

延12,627件の助成を
行った。

延13,979件の助成を
行った。

延12,583件の助成を
行った。

延13,904件の助成を
行った。

延13,929件の助成を
行った。

○ 5
障害者自立
支援課

213
児童福祉
法外援護
事業

　補装具の交付・修理、日常
生活用具の給付に伴う自己
負担額を国基準の１／２とす
る。

維
持

補装具と日常生活用具
について、延983件の助
成を行った。

H18年9月までは、従前
どおり実施。H18年10月
からは、障害者自立支
援法の施行に伴い、他
事業の利用者負担と整
合性を図る観点から実
施しない。

障害者自立支援法の
施行により原則1割とさ
れた自己負担額につい
て、激変緩和措置とし
て、補装具の交付・修
理、日常生活用具の給
付に伴う自己負担額は
国基準の1/2とした。

障害者自立支援法の
施行により原則1割とさ
れた自己負担額につい
て、激変緩和措置とし
て、補装具の交付・修
理、日常生活用具の給
付に伴う自己負担額は
平成20年度は国基準
の2/3とした。

障害者自立支援法の
施行により原則1割とさ
れた自己負担額につい
て、激変緩和措置とし
て、補装具の交付・修
理、日常生活用具の給
付に伴う自己負担額は
平成21年度も引き続き
国基準の2/3とした。

○ 5
障害者自立
支援課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

点数 達成状況、課題等

214

普及・啓発
事業費(心
の輪を広げ
る体験作
文，障害者
週間のポス
ター)

　「心の輪を広げる体験作文」
及び「障害者週間のポス
ター」を一般に広く募集し、内
閣府へ優秀作品の推薦を行
う。

維
持

障害者週間中(12月3日
～9日)に障害者福祉大
会を開催し、「心の輪を
広げる体験作文」及び｢
障害者週間のポス
ター｣の受賞者表彰等
を実施する。

障害者週間中(12月3日
～9日)に障害者福祉大
会を開催し、「心の輪を
広げる体験作文」及び｢
障害者週間のポス
ター｣の受賞者表彰等
を実施した。

市内に広く作文・ポス
ターを募集し、審査委
員会で応募作品から優
秀作品を選出した。な
お、最優秀賞を受賞し
た方については、障害
者週間の期間中(12月3
日～9日)に開催される
障害者福祉大会で表彰
した。

応募作品数：作文　15
17点、ポスター　8点。な
お、12月6日の障害者
福祉大会で、作文・ポス
ター各2名の最優秀賞
受賞者を表彰した。な
お、内閣府と共催で優
秀作品のパネル展を開
催した。

【応募作品数】
＇1（作文：7編
＇2（ポスター：2点
【障害者福祉大会での
表彰】
＇1（開催日：平成21年
12月5日
＇2（作文：1編
＇3（ポスター：1点

○ 5 障害企画課

215
肢体不自
由児激励
会事業

　肢体障害児と保護者の交流
と親睦を図る。

維
持

H17.12.17、県立桜が丘
養護学校で開催し、281
人の参加があった。

平成18年12月に療育セ
ンターで開催した。

平成19年12月に千葉市
ハーモニープラザ　多
目的ホールで開催し
た。参加者221名＇うち
障害児者60名（

日時：平成20年12月20
日＇土（　会場：千葉市
ハーモニープラザ　多
目的ホール。参加者
数：223人

平成21年12月19日
＇土（に開催した。

○ 5
障害者自立
支援課

216
知的障害
児激励会
事業

　知的障害児と保護者の交流
と親睦を図る。

維
持

H17.7.1、千葉ポートア
リーナで開催し、1,1921
人の参加があった。

平成18年6月に千葉
ポートアリーナで開催し
た。

平成19年6月に千葉市
ポートアリーナで開催し
た。参加者1,398名＇うち
障害児656名、保護者
513名（

日時：平成20年6月27
日＇金（　会場：ポートア
リーナ、参加者数：
1,495人

平成21年6月26日＇金（
に開催した。

○ 5
障害者自立
支援課

217
特別児童
扶養手当
支給事業

　特別児童扶養手当の支給
＇４、８、11月の年３回、千葉
県が支給、全額国費（に係る
取扱事務

維
持

特別児童扶養手当の
認定請求書等を受理
し、千葉県へ進達した。
また、千葉県が支給決
定等を行った者に対し、
支給決定通知書及び受
給者証書等を送付し
た。

特別児童扶養手当の
認定請求書等を受理
し、千葉県へ進達した。
また、千葉県が支給決
定等をしたものに対し、
支給決定通知書及び受
給者証等を送付した。

特別児童扶養手当の
認定請求書類等を受理
し、千葉県へ進達する。
また、千葉県が支給決
定等をしたものに対し、
支給決定通知書及び受
給者証等を送付した。

特別児童扶養手当の
認定請求書等を受理
し、千葉県へ進達する。
また、千葉県が支給決
定等をしたものに対し、
支給決定通知書及び受
給者証等を送付した。

特別児童扶養手当事
業の所得状況届の印
刷を行った。

○ 5
障害者自立
支援課

218

子育て短期
支援事業
＇ショートス
テイ事業（

　保護者が病気や社会的理
由により、家庭での養育がで
きない場合に一時的に児童
福祉施設等で養育を行う。

拡
充

市内2か所の児童福祉
施設等で実施し、240人
の児童が延1,243日利
用した。17年度は、「運
営マニュアル」を作成
し、関係機関に周知し
た。

市内2か所の児童福祉
施設等で実施し、179人
の児童が延745日利用
した。

平成19年4月に、稲毛
区、若葉区に各1か所
拡充し、市内4か所で実
施する。＇増設：房総双
葉学園＇稲毛区天台（、
旫ヶ丘母子ホーム＇若
葉区都賀（（

市内４か所の児童養護
施設等に委託し実施し
た。

市内４か所の児童養護
施設等に委託し実施し
た。＇利用児童数  162
人、利用延べ日数  509
日（

○ 5

市内4か所の児童養護
施設で実施し、児童及
び家庭の福祉の向上に
役立った。

健全育成課

219

子育て短期
支援事業
＇トワイライ
トステイ事
業（

　保護者が仕事等で恒常的
に帰宅が夜間にいたる場合
や休日に不在の場合などに
児童養護施設で夕方から夜
間、休日に養育を行う。

拡
充

市内1か所の児童福祉
施設で実施し、142人の
児童が延854日利用し
た。ひとり親家庭の利
用が多い状況である。

市内1か所の児童福祉
施設等で実施し、92人
の児童が延519日利用
した。

平成19年4月に、稲毛
区、若葉区に各1か所
拡充し、市内3か所で実
施する。＇増設：房総双
葉学園＇稲毛区天台（、
旫ヶ丘母子ホーム＇若
葉区都賀（（

市内3か所の児童養護
施設等に委託し実施し
た。

市内3か所の児童養護
施設等に委託し実施し
た。＇利用児童数 319
人、利用延べ日数
1,438日（

○ 5

市内3か所の児童養護
施設で実施し、児童及
び家庭の福祉の向上に
役立った。

健全育成課

220 里親制度

　保護者のいない子どもや保
護者の事情で育てられない子
どもの養育を里親に委託し、
要保護児童の福祉の増進を
図る。

維
持

保護者のいない子ども
や保護者の事情で育て
られない子どもの養育
を里親に委託し、要保
護児童の福祉の増進を
図った。

保護者のいない子ども
や保護者の事情で育て
られない子どもの養育
を里親に委託し、要保
護児童の福祉の増進を
図った。＇242人（

保護者のいない子ども
や保護者の事情で育て
られない子どもの養育
を里親に委託し、要保
護児童の福祉の増進を
図った。＇17施設　延べ
238人（

保護者のいない子ども
や保護者の事情で育て
られない子どもの養育
を里親に委託し、要保
護児童の福祉の増進を
図った。委託児童　延
べ275人

保護者のいない子ども
や保護者の事情で育て
られない子どもの養育
を里親に委託し、要保
護児童の福祉の増進を
図った。(委託児童延べ
285人)

○ 3

法に基づき保護を要す
る児童の養育を里親に
委託し、児童の福祉の
増進を図っている。家
庭的な養育の観点か
ら、里親への委託率が
低いことが課題。

健全育成課

221
児童自立
支援施設

　不良行為を行った、または、
そのおそれのある児童を施設
に入所させ自立のための支
援を行う。

維
持

不良行為を行った、ま
たは、そのおそれのあ
る児童を施設に入所さ
せ自立のための支援を
行った。

不良行為を行った、ま
たは、そのおそれのあ
る児童を施設に入所さ
せ自立のための支援を
行った。＇94人（

不良行為を行った、ま
たは、そのおそれのあ
る児童を施設に入所さ
せ自立のための支援を
行った。＇2施設　延べ
63人（

不良行為を行った、ま
たは、そのおそれのあ
る児童を施設に入所さ
せ自立のための支援を
行った。　1施設　　延べ
38人

不良行為を行った、ま
たは、そのおそれのあ
る児童を施設に入所さ
せ自立のための支援を
行う。＇1施設　延べ44
人（

○ 3

法に基づき不良行為を
行った児童等を施設に
入所させ、自立のため
の支援を行っている。

健全育成課
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

実施状況 進捗
状況

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

点数 達成状況、課題等

222
退所児童
自立定着・
指導

　児童養護施設や自立支援
施設を退所した児童で、就職
したが定着できない概ね１年
未満の児童に対し、施設に依
頼し、施設職員が児童を訪問
し定着のための指導を行う。
また、就職したが、定着できな
い児童を自立援助ホームに
入所させ、自立へ向けて生活
指導を行う施設に支援を行
う。

拡
充

児童自立援助ホームへ
補助した。＇1件（

児童自立援助ホームへ
補助した。＇1（H19.2月
開放。対象となる児童
はいなかった。

自立援助ホーム＇1か
所（へ助成した。

自立援助ホーム＇1か
所（へ助成した。訪問指
導を実施した。

自立援助ホームへ助成
した。＇4施設　延べ25
人（

○ 3

施設を退所し就職した
が定着できない児童に
対し、施設職員の指導
や自立援助ホームへの
入所により、自立へ向
けた支援を行っている。

健全育成課

223
児童養護
施設

　保護者がいない、または、
保護者等の事情により家庭で
の養育が困難な児童を施設
に入所させ、生活、学習など
の指導育成を行い、自立のた
めの支援を行う。また、老朽
化している施設の整備・改築
を図る。

拡
充

家庭での養育が困難な
児童を施設に入所さ
せ、生活、学習などの
指導育成を行い、自立
のための支援を行っ
た。また、老朽化した児
童養護施設の改築に助
成した。

家庭での養育が困難な
児童を施設に入所さ
せ、生活、学習などの
指導育成を行い、自立
のための支援を行っ
た。＇1,834人（　また、老
朽化した児童養護施設
の改築に助成した。(1
件（

家庭での養育が困難な
児童を施設に入所さ
せ、生活、学習などの
指導育成を行い、自立
のための支援を行っ
た。＇17施設　延べ1,663
人（

家庭での養育が困難な
児童を施設に入所さ
せ、生活、学習などの
指導育成を行い、自立
のための支援を行っ
た。18施設、延べ1,633
人

家庭での養育が困難な
児童を施設に入所さ
せ、生活、学習などの
指導育成を行い、自立
のための支援を行っ
た。＇17施設　延べ1,592
人（

○ 3

法に基づき家庭での養
育が困難な児童を施設
に入所させ、生活、学
習などの指導育成を行
い、自立のための支援
を行っている。施設の
定員が不足しており、
一時保護の日数も長く
なる傾向がある。

健全育成課

224 乳児院

　保護者がいない、または保
護者等の事情により家庭での
養育が困難な乳児を施設に
入所させ養育する。

維
持

保護者がいない、また
は保護者等の事情によ
り、家庭での養育が困
難な乳児を施設に入所
させ養育した。

保護者がいない、また
は保護者等の事情によ
り、家庭での養育が困
難な乳児を施設に入所
させ養育した。(220人)

保護者がいない、また
は保護者等の事情によ
り、家庭での養育が困
難な乳児を施設に入所
させ養育した。(1施設
延べ215人)

保護者がいない、また
は保護者等の事情によ
り家庭での養育が困難
な乳児を施設に入所さ
せ養育した。1施設、延
べ206人

保護者がいない、また
は保護者等の事情によ
り家庭での養育が困難
な乳児を施設に入所さ
せ養育した。＇3施設
延べ189人（

○ 3

法に基づき家庭での養
育が困難な乳児を施設
に入所させ養育し、児
童福祉の増進を図って
いる。

健全育成課

225
一時保護
所運営事
業

　里親や児童養護施設などへ
措置するまでの間一時保護を
行う。その間行動観察，生活
指導を実施し，援助方針会
議，判定会議を経て児童の援
助方針を決定する。

維
持

要保護児童を一時保護
する。

要保護児童を一時保護
する。一時保護人員134
人

要保護児童を一時保護
した。一時保護人員115
人

里親や児童養護施設な
どへ措置するまでの間
一時保護を行う。年度
内一時保護人員１３９
人・延人員１１，０６３人

里親や児童養護施設な
どへ措置するまでの間
一時保護を行ってい
る。年度内一時保護人
員144人、延べ人員
10,327人

○ 4 児童相談所

226

母子家庭
等就業自
立支援セン
ター事業

　母子家庭の経済的自立を
支援するため、就業相談や講
習会の実施など就業支援
サービスを拡充する。

拡
充

母子家庭等の就職相
談を673件実施し、85件
の就業が確認された。
また、就業支援講習会
として、パソコン講習会
を2回開催し、延40人が
参加した。

母子家庭等の就職相
談を628件実施し、100
件の就業が確認され
た。また、就業支援講
習会として、パソコン講
習会を2回開催し、延40
人が参加した。

母子家庭等の就職相
談を実施し、就業を支
援する。また、就業支援
講習会として、パソコン
講習会を2回開催した。

母子家庭等の就職相
談を実施し、就業を支
援する。また、就業支援
講習会として、パソコン
講習会を3回開催した。

母子家庭等の就職相
談を実施し、就業を支
援する。また、就業支援
講習会として、パソコン
講習会を3回開催した。
＇就職相談件数 1,271
件、就業確認数 238
件、就業支援講習会 2
回計40人＇パソコン（（

○ 4

就職相談等の件数が
急増しているため、開
設時間等の拡充につい
て検討が必要。

健全育成課

227

母子家庭
自立支援
訓練給付
金事業等

　より良い就業に向けた能力
を開発するために「自立支援
教育訓練給付金」「母子家庭
高等技能訓練促進費事業」を
実施する。

新
規

自立支援教育訓練給
付金を55件、高等技能
訓練促進費を6件支給
した。

自立支援教育訓練給
付金を27件、高等技能
訓練促進費を9件支給
した。

自立支援教育訓練給
付金、高等技能訓練促
進費を支給した。

自立支援教育訓練給
付金、高等技能訓練促
進費を支給した。

自立支援教育訓練給
付金、高等技能訓練促
進費を支給した。＇自立
支援教育訓練給付金 7
人、高等技能教育促進
費 22人、入学支援修了
一時金 4人（

○ 4

平成21年度に制度拡充
があり、支給件数が大
幅に増加する見込みだ
が、支給期間の拡充は
時限措置であるため、
周知が必要。

健全育成課

228
ひとり親家
庭生活支
援事業

　ひとり親家庭の生活基盤の
安定を図るため、「生活支援
講習」、「児童訪問援助」他を
メニュー化実施する。

新
規

-

平日や昼間に育児や生
活一般に関すること等
について相談する時間
をつくれないひとり親の
ため、平成18年12月か
ら、土日・夜間電話相談
を実施し、延40件の相
談があった。

平日や昼間に育児や生
活一般に関すること等
について相談する時間
をつくれないひとり親の
ため、土日・夜間電話
相談を実施した。

平日や昼間に育児や生
活一般に関すること等
について相談する時間
をつくれないひとり親の
ため、土日・夜間電話
相談を実施した。

平日や昼間に育児や生
活一般に関すること等
について相談する時間
をつくれないひとり親の
ため、土日・夜間電話
相談を実施した。＇電話
相談　平日夜間 247
日、休日 118日（

○ 4
相談件数が伸び悩んで
いるため、周知方法の
検討が必要。

健全育成課
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229

母子生活
支援施設
改善整備
事業

　老朽化の著しい母子生活支
援施設の入所者の処遇向上
を図るとともに、ＤＶ対策のた
めの緊急一時保護用居室を
含めた改築整備を行う。

新
規

老朽化の著しい母子生
活支援施設の改築に助
成した。進捗率　10％

老朽化の著しい母子生
活支援施設の改築に助
成した。H19.1月改築完
了

18年度事業終了 18年度事業終了 18年度事業終了 終 － 健全育成課

児童虐待及びDV防止
連絡協議会を1回開催
し、関係者間の共通の
認識と理解を図り、連
携体制をより一層充実
させた。

児童虐待及びDV防止
連絡協議会を1回開催
し、関係者間の共通の
認識と理解を図り、連
携体制をより一層充実
させた。

関係者間の共通の認
識と理解を図り、連携
体制をより一層充実さ
せた。

関係者間の共通の認
識と理解を図り、連携
体制をより一層充実さ
せた。

21年度から千葉市要保
護児童対策及びＤＶ防
止地域協議会に移行

終 4
男女共同参
画課

児童虐待及びDV防止
連絡協議会を1回開催
し、関係者間の共通の
認識と理解を図り、連
携体制をより一層充実
させた。

児童虐待及びDV防止
連絡協議会を1回開催
し、関係者間の共通の
認識と理解を図り、連
携体制をより一層充実
させた。

要保護児童対策協議
会への移行に向けた検
討を行った。

児童虐待及びDV防止
推進所属長会議を開催
した。＇１回開催（

「千葉市要保護児童対
策及びDV防止地域協
議会」の開催２回

○ 5

児童虐待防止及びDV
防止地域協議会への
移行により、児童虐待・
ＤＶ防止だけでなく、支
援を要する子どもへの
ケアや虐待ケースの進
行管理により、ケース
の放置やたらい回しの
防止など、内容の充実
が図られている。

健全育成課

231
児童虐待
対策事業

　すべての児童の心身の健
全な成長を促すため、児童虐
待を防止し、虐待の早期発
見、早期対応、保護、支援に
至るまでの取り組みを図る。
なお、「児童虐待の防止等に
関する法律」の一部改正に伴
い、虐待の定義及び通告範
囲の拡大、さらにはマスコミ等
による虐待事件の報道がなさ
れることなどから虐待の通告
が増加しているため、福祉事
務所等関係機関との連携強
化を図る。

拡
充

民生児童委員研修の
実施＇対象　新任委員
343名（などを実施した。

児童虐待通告への対
応・処理を行う。対応件
数272件

児童虐待通告への対
応・処理を行う。対応件
数364件の対応・処理を
行った。

児童虐待通告への対
応・処理を行う。２０年
度対応件数４０６件。

児童虐待通告への対
応・処理を行う。対応件
数360件。

○ 4 児童相談所

232
育児支援
家庭訪問
事業

　４か月、１歳６か月児、３歳
児健康診査等の結果、様々
な原因で育児不安の強い家
庭・育児ストレス等の問題に
よって、子育てに対して不安
や孤立感を抱える家庭、また
は虐待に至る恐れ等のリスク
を抱える家庭に対する育児指
導等を行う。今後、事業内容
の充実を図る。

拡
充

 育児支援家庭訪問を、
16年度の延743世帯か
ら、17年度は延1,459世
帯に拡充し、育児不
安、育児ストレスが強い
家庭への支援を強化し
た。

 育児支援家庭訪問を、
17年度の延1,459世帯
から、18年度は延1,589
世帯に拡充し、育児不
安、育児ストレスが強い
家庭への支援を強化し
た。

養育困難家庭・健診未
受診者家庭を対象とし
育児支援のために各区
週4日の家庭訪問を実
施した。

養育困難家庭・健診未
受診者家庭を対象とし
育児支援のために各区
週4日の家庭訪問を実
施した。

養育困難家庭・健診未
受診者家庭を対象とし
育児支援のために各区
週4日の家庭訪問を実
施する。

○ 5

養育困難家庭・健診未
受診者家庭を対象とし
育児支援のために家庭
訪問を実施した。

健康企画課

233

専門職員
向け「虐待
発見・対応
マニュア
ル」の改正

　「児童虐待の防止等に関す
る法律」の一部改正に伴い、
児童虐待の兆候を早期に発
見し、関係機関と連携して対
応するためのマニュアルを改
正し、学校等関係機関に配布
する。

拡
充

法改正時に内容を見直
しするため、本年度は
実施しない。

法改正時に内容を見直
すため、本年度は実施
しなかった。

未決定事項が存したた
め本年度は実施しな
かった。

第2次改正虐待防止法
の平成20年４月施行に
併せ改正を行い、2,500
部を作成した。

虐待防止法の改正に併
せて改訂を行い、更に
2,500部増刷を行った。

○ 4 児童相談所

230

児童虐待
防止推進
事業＇児童
虐待及びＤ
Ｖ防止連絡
協議会運
営（

　児童虐待及びＤＶの防止に
関し、関係機関、関係団体等
が共通の認識と理解を持ち、
緊密な連絡体制を構築するこ
とにより、児童虐待及びＤＶの
発生予防と早期発見・早期対
応の一層の推進を図るため、
外部委員を含めた連絡協議
会を開催する。

維
持
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234

ＭＣＧ＇マ
ザー＆チャ
イルドグ
ループ（

　グループミーティングによる
親と子の関係づくりを支援す
る。今後、事業内容の充実を
図る。

拡
充

保健所で22回実施し、
104人参加、若葉保健
福祉センターで12回実
施し、19人参加した。

保健所及び若葉保健福
祉センターを会場に、36
回実施し、延116人参加
した。

保健所で月2回、各保
健福祉センター・保健セ
ンターで月1回、実施し
た。

保健所で月2回、各保
健福祉センター・保健セ
ンターで月1回、実施し
た。

保健所で月2回、各保
健福祉センター・保健セ
ンターで月1回、実施し
た。

○ 5

育児困難が認められる
母親等を対象にグルー
プミーティング等を実施
し、親と子の関係づくり
の支援を行った。

健康企画課

235
育児ストレ
ス相談

　１歳６か月児健診等により
育児不安等で悩んでいる保
護者を対象に心理士・保健師
が個別相談を実施する。

維
持

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、144回＇各区で毎月2
回、年24回（実施し、延
190人参加した。

各保健センター及び若
葉保健福祉センター
で、144回＇各区で毎月2
回、年24回（実施し、延
209人参加した。

各保健福祉センター・保
健センターで、144回
＇各区で毎月2回、年24
回（実施した。

各保健福祉センター・保
健センターで、144回
＇各区で毎月2回、年24
回（実施した。

各保健福祉センター・保
健センターで、144回
＇各区で毎月2回、年24
回（実施した。

○ 5

育児不安等を持つ母親
等に対する個別相談を
各保健福祉センター・保
健センターで実施した。

健康企画課

236
母子緊急
一時保護
事業

　ＤＶ被害者等緊急一時的に
保護を必要とする母子をシェ
ルター等の施設で保護を行
う。

維
持

母子の保護を実施し
た。

母子の保護を実施し
た。(2件)

母子の保護を実施し
た。(１施設　４件)

ＤＶ被害者等緊急一時
的に保護を必要とする
母子を母子生活支援施
設で保護した。1施設、
延392人

ＤＶ被害者等緊急一時
的に保護を必要とする
母子を母子生活支援施
設で保護する。＇延599
人日（

○ 3

DV被害等にあった母子
など緊急一時的に保護
を必要とする母子を母
子生活支援施設で保護
するとともに、自立に向
けた支援を行っている。
施設の性質上、子ども
の年齢により受け入れ
が困難な場合がある。

健全育成課

社会福祉法人が設置・
運営する児童家庭支援
センター(1か所（に助成
するとともに、児童相談
所に夜間相談員を1人
配置し、子どもに関する
相談等を行った。

社会福祉法人が設置・
運営する児童家庭支援
センター(2か所（に助成
した。

社会福祉法人が設置・
運営する児童家庭支援
センター(3か所（に助成
した。

新たに1か所、社会福
祉法人が新設する児童
家庭支援センターに補
助を行い、子どもに関
する相談体制を強化し
た。＇計3か所（

子どもに関する相談体
制を強化するため、社
会福祉法人が設置する
児童家庭支援センター
に補助を行った。＇計3
か所（

○ 5

児童家庭支援センター
を３か所に拡充するとと
もに、児童相談所との
連携により、子どもに関
する相談体制の強化を
図った。

健全育成課

社会福祉法人が設置・
運営する児童家庭支援
センター(1か所（に助成
するとともに、児童相談
所に夜間相談員を1人
配置し、子どもに関する
相談等を行った。

夜間相談員1名＇輪番
制（を配置し、子どもに
関する相談体制の強化
を図った。

夜間相談員1名＇輪番
制（を配置した。

夜間に相談員1名＇輪番
制（を配置し、子どもに
関する相談体制の強化
を図った。

夜間に相談員1名＇輪番
制（を配置し、子どもに
関する相談体制の強化
を図っている。

○ 4

児童家庭支援センター
を３か所に拡充するとと
もに、児童相談所との
連携により、子どもに関
する相談体制の強化を
図り、児童及び家庭の
福祉の向上に貢献して
いる。

児童相談所

237
児童虐待
相談体制
の整備

　児童相談所において、夜
間・休日を問わず、いつでも
相談に応じられる体制の整備
を図る。また、市内社会福祉
法人において児童家庭支援
センターの整備・拡充を行い
子どもに関する様々な相談へ
の対応を図るとともに、児童
相談所との連携を図る。

拡
充
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238
交通安全
教育事業

　子どもの交通安全を図るた
め、安全交通推進員が小学
校・保育所等を訪れ，交通安
全教室を開催し、交通ルール
とマナーの指導・啓発活動を
行う。

拡
充

交通安全教室を206回
実施した。

交通安全教室を20１回
実施した。

交通安全教室を205回
実施した。

交通安全教室を１９６回
実施した。

交通安全教室を195回
実施した。

○ 5 地域振興課

　児童生徒の登下校時の安
全を確保するために、通学路
の見守りや学区のパトロール
等を行う。学校ごとに地域住
民・保護者等による学校安全
ボランティアをするための支
援を行う。

新
規

防犯用具(さす股)を各
学校に2本、腕章を各学
校に10枚配備した。ま
た、小学校1年生に防
犯ブザーを貸与するな
ど児童生徒への安全教
育を推進した。学校
セーフティウォッチャー
としても9,428人が登録
した。

防犯用具＇ネットラン
チャー（を市内全小・
中・養護・高等学校に配
備した。

地域住民等の「学校安
全ボランティア」を支援
するとともに、「地域ぐる
みの学校安全体制整
備推進事業」を推進し
た。

学校セーフティウォッ
チャーの登録者数は、
２１年３月末現在で約１
７，０００名。泉谷中学
校区をモデル地域とし
て、地域ぐるみの学校
安全体制整備推進事
業を進めた。

学校セーフティウォッ
チャーの登録者数は２
２年３月末現在で約
18,500名。講習会を３回
開催。花園中学区を推
進地域として地域ぐる
みの学校安全体制整
備推進事業を進めた。

○ 5

平成17年度末に比し
て、セーフティウォッ
チャー登録者は9,000名
増加した。今後も登録
者を増やし、子どもたち
を見守る活動をさらに
強化するために支援を
継続して行く。

学事課

　学校ごとに地域住民等の
「学校安全ボランティア」を育
成し、校内パトロール、通学
路、横断歩道の見守りなどを
行うことについて検討する。

新
規

小学校1年生に防犯ブ
ザーを貸与し、防犯教
育を実施した。＇9,524
個（

児童生徒の安全確保
のために、小学校1年
生への防犯ブザー貸与
事業＇配布、名簿作成
等（に協力した。

小学校1年生に防犯ブ
ザーを配布し、防犯教
育を実施した。

小学校1年生に防犯ブ
ザーを貸与し、防犯教
育を実施した。＇9,524
個（

小学校1年生に防犯ブ
ザーを貸与し、防犯教
育を実施した。＇9,200
個（

○ 5
市立小学校１年生全員
に防犯ブザーを貸与す
ることができた。

保健体育課

240

乳幼児の
事故予防
教育の強
化

　医師・保健師等による乳幼
児におこりやすい事故予防の
講演会を実施する。今後、内
容の充実を図る。

拡
充

育児講座等に内容を盛
り込み講演会を各区1
回は開催するとともに
パンフレット等の活用・
充実を図った。

育児講座等に内容を盛
り込み講演会を各区1
回開催した。また、健診
時にパンフレット等の活
用を図った。

乳幼児の親を対象とし
た講演会を各区1回は
開催するとともにパンフ
レット等の活用を図っ
た。

乳幼児の親を対象とし
た講演会を各区1回は
開催するとともにパンフ
レット等の活用を図っ
た。

乳幼児の親を対象とし
た講演会を各区1回は
開催するとともにパンフ
レット等の活用を図っ
た。

○ 5

乳幼児の親を対象とし
て乳幼児に起こりやす
い事故予防の講演会を
実施した。

健康企画課

241
救命講習
会の推進

　応急手当の講習会を実施す
る。

維
持

救命講習会を325回開
催し、5,774人が受講し
た。また、千葉市救急
フェアーにおいても、救
命講習会を開催した。

救命講習会を428回開
催し、9,511名が受講し
た。また、千葉市救急
フェアにおいても救命講
習会を開催した。

救命講習会を467回開
催し、9,324人が受講し
た。

救命講習会を486回開
催し、9,047名が受講し
た。

救命講習会を464回開
催し、8,557人が受講し
た。

○ 5

 救命講習会は概ね計
画どおりに実施したの
で今後も継続して実施
する。

救急救助課

242

防犯対策
事業＇防犯
パトロール
隊支援事
業・防犯カ
メラ設置事
業・落書き
消去活動
支援事業・
青色防犯
パトロール
事業（

　地域住民による自主的防犯
活動を推進するため、防犯活
動を実施している団体に対し
パトロールに必要な物品を提
供する。犯罪防止のため、防
犯カメラの設置と落書き消去
活動を支援するなど、地域と
連携した防犯活動を推進す
る。
H18.6月から青色防犯パト
ロール車による巡回活動を開
始。

拡
充

防犯カメラ設置10基の
管理を行った。防犯パト
ロール隊支援を313団
体に対して行った。落
書き消去支援を8回
行った。

防犯カメラ設置10基の
管理を行った。防犯パト
ロール隊支援を212団
体に対して行った。落
書き消去支援を9回
行った。

防犯カメラ設置10基の
管理を行った。防犯パト
ロール隊支援を219団
体に対して行った。落
書き消去支援を４回
行った。

防犯カメラ10基の管理
を行った。防犯パトロー
ル隊208団体に対して
支援を行った。落書き
消去支援を8団体に対
して行った。青色防犯
パトロール事業は、車
両６台で、２中学校区毎
に巡回した。

防犯パトロール隊支援
を103団体に対して行っ
た。防犯カメラの管理を
行った。落書き消去支
援を1回行った。青色防
犯パトロール事業は、
車両6台で、2中学校区
毎に巡回した。

○ 4

防犯カメラの管理につ
いては、防犯カメラによ
る設置効果を検証しな
がら継続して実施する。
そのほか、防犯パト
ロール隊支援、落書き
消去事業については、
効果的に事業を実施す
るため、周知方法等の
検討を行いながら、継
続して実施する。

地域振興課

239
学校セーフ
ティウォッ
チ事業

【平成21年度　進捗状況】　○　 ・・・　概ね実施した　　　－　・・・　今後実施予定　　　×　・・・　当該年度事業予定なし　　　終　・・・　事業終了
【評価点数】　５　・・・　極めて有効　　　４　・・・　有効　　　３　・・・　努力している　　　２　・・・　尐し努力不足　　　１　・・・　極めて不十分　　－　・・・　評価困難

計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

基本目標８　子どもの安全の確保

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 計画期間の評価
所管課実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 実施状況 進捗

状況
点数 達成状況、課題等

プラン
NO．

事　業　名 事　　　業　　　内　　　容
方向性
(策定時)

平成21年度

243

防犯対策
事業＇防犯
街灯補助
金交付事
業（

　夜間、歩行者が安全に通行
できるよう町内自治会等が設
置する防犯街灯について設
置費や管理費等の補助を行
うなど、街灯の設置を推進す
る。

維
持

47,153灯の管理費、
5,127件の修理費、428
灯の設置費、の一部に
ついて補助金を交付し
た。

47,561灯の管理費、
4,471件の修理費、469
灯の設置費、の一部に
ついて補助金を交付し
た。

48,249灯の管理費、
4,029件の修理費、435
灯の設置費の一部につ
いて補助金を交付し
た。

48,606灯の管理費、
3,957件の修理費、329
灯の設置費の一部につ
いて補助金を交付し
た。

49,086灯の管理費、
4,466件の修理費、261
灯の設置費の一部につ
いて補助金を交付し
た。

○ 4

効果的に事業を実施す
るため、補助対象とす
る防犯街灯の仕様につ
いて、防犯街灯の設置
や維持管理にかかる町
内自治会等の経費の
削減、及び環境面に配
慮し、ＬＥＤ防犯街灯等
の導入を検討する。

地域振興課

244

住宅の防
犯性向上と
防犯に関す
る意識の啓
発を含めた
住情報の
提供

　住宅の防犯性を高めるため
の設計・設備等の普及を図る
とともに、住宅における防犯
に関する意識の啓発を行う。

新
規

ホームページにおいて
「家のセキュリティ」に関
する情報を紹介した。

住まいアップコーナーで
防犯に関する情報＇冊
子等（を提供した。

住まいアップコーナーで
防犯に関する情報＇冊
子等（を提供した。

「すまいアップコーナー」
で防犯に関する情報
＇冊子等（を提供した。

「すまいアップコーナー」
で、防犯に関する情報
＇冊子（を提供した。

○ 3
情報提供に努力してい
る。

住宅政策課

245
「青尐年の
日」関連行
事＇仮称（

　青尐年の健全育成に悪影
響を与える雑誌類の自動販
売機や違法広告物の撤去活
動及び覚せい剤や麻薬等の
乱用防止のため、関係機関・
団体及び地域住民が一体と
なって環境浄化活動を推進す
る。
＇式典の開催や、青尐年の健
全育成に功労のあった個人・
団体を表彰する。＇平成20年
度は、式典のみ（（

維
持

中央区の通町公園をメ
イン会場として開催した
ほか、各中学校区で開
催した。参加者約2千
人。

中央区の通町公園をメ
イン会場として開催する
ほか、各中学校区で開
催した。

中央区の通町公園をメ
イン会場として開催した
ほか、各中学校区で開
催した。参加者：約
2,000名

20年度は式典のみ実
施

20年度事業終了 終 － 健全育成課

246
こども110
番のいえ

　児童・生徒の登下校の安全
を確保するため、地域住民の
協力をいただき、緊急避難場
所として「こども110番のいえ」
を青尐年育成委員会を通して
依頼し、ステッカーを掲示し、
地域ぐるみで子どもたちの安
全を守る。

維
持

「子ども110番の家」の
指定・登録9,004件

「子ども110番の家」の
指定・登録　10,050件

「子ども110番の家」の
指定・登録　10,080件

「こども110番のいえ」指
定・登録10,771件

「こども110番のいえ」指
定・登録11,040件

○ 5

地域住民の協力のも
と、緊急避難場所となる
「こども１１０番のいえ」
を設置し、登下校を中
心に、子どもたちの安
全確保に貢献してい
る。

健全育成課
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