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【施策】
（戦略的な目標）

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

【施策の柱】の[達成目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

【施策】の[戦略的な目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

家庭教育 家庭教育

(1) 地域における子育て支援の充実 地域における子育て支援の充実

１ 子育てコミュニティーをつくろう！

　目標：親同士が交流をもち、安心して楽しく子育てができる
　環境をつくる。

２ 子育ておもいっきり相談

　目標：子育てに関する不安感や負担感を取り除けるよう、悩みを
　抱え込まない環境をつくる。

３ ファミリーサポート推進センター

　目標：育児等の援助を受けたい人と行いたい人を会員とする組織
 により保育所への送迎、一時的な預かり等育児について助け合う。

４ 親の学習

　目標：親が親としての学びや経験を通じて家庭教育についての理
  解を深める。

５ 情報提供体制の充実

　目標：福祉サービスを紹介したガイドブックにより、わかりやす
　く利用しやすい情報提供を推進する。

(2) 母子の健康の確保及び増進 母子の保健の確保及び増進

１ 子どもや親の健康の確保

　目標：母子手帳交付時における育児指導や情報提供を継続的に実
　施していく。

　

２ 食育の推進プロジェクト

　目標：食の大切さを啓発し、食を通じた生活習慣の改善や健康づ
　くりが行われるよう食育の推進を図る。

３ 思春期保健対策事業

　目標：保健学習を通して、性に関する正しい知識の普及・啓発を
　行う。また、家庭と連携をし、指導の強化を図る。

４ 小児医療の拡大事業

　目標：安心して子どもを生み、育てるためにかかりつけ医をもつ
　ことへの啓発を行う。

(3) 子どもの教育環境の整備 子どもの教育環境の整備

１ 次世代の親の育成事業

　目標：中学生・高校生等に対して、乳幼児と触れ合う機会を提供
　し交流が深まるようにする。

２ 児童の健全育成事業

　目標：各児童館の事業内容について見直しを行うとともに地域に
　おける子育てボランティアの拠点として人材活用を行う。

３ 児童虐待防止対策事業

　目標：各関係機関や地域との連携を強め、児童虐待の早期発見、
　早期対応を図る。

４ 子どもを取り巻く有害環境対策事業

　目標：携帯電話やインターネットからの各種有害情報を排除する
　ため、アクセス制限等の対策を講じる周知を進める。

(4) 職業生活と家庭生活との両立の推進 職業生活と家庭生活の両立の推進

１ 男女共同参画の推進事業

　目標：男女が対等な立場で自立し、認め合い、自分の意思と責任
　においてあらゆる分野で平等に参画する社会を目指していく。

２ 仕事と子育て両立の推進事業

　目標：未就学児の放課後対策として、公立及び私立の児童クラブ
　の充実を図り、放課後児童の安全を図る。

３ 保育サービス拡大事業

　目標：未就学児童に延長保育や一時預かりなど保育園を活用した
　サービスの充実を図る。

計　　画　　体　　系 評　　価　　体　　系

【施策の柱】
（具体的な方向性）

【事業】
（具体的な取組）

○利用者数
○利用者の満足度
○延長保育を行っている保育園の数

○延長保育、一時保育の利用者の満足度
○待機児童の増減
○子育てへの安心度

○会員者数
○利用者数

○保護者の満足度
○子育てへの安心度
○依頼件数の増減

○実施回数
○参加者数

○子どもへの接し方が変化した親の数
○家庭教育について理解した人数
○子育ての不安が解消した人数

○情報提供の数
○育児指導の数
○相談者の満足度

○参加者の理解度
○情報活用者数
○相談者数の増減
○子育てへの安心度の増減

○放課後開放している児童クラブの数
○利用者数
○利用者の満足度

○パンフレットの配布数
○広報の実績
○メールマガジンの周知度

○情報を活用した数
○メールマガジン登録者数
○ガイドブックを利用した人数

○家庭への指導回数
○保健学習の正しい知識を理解した人数

○仕事と子育てが両立できている保護者の数
○女性の社会進出の増減
○児童クラブの活動状況の増減

○参加者の満足度
○参加者数
○実施回数

○男女共同参画に対する理解が深まった人数
○男女共同参画を理解している企業の数
○女性の社会進出の増減

○安心して子育てができると感じた保護者の数
○かかりつけ医の利用回数
○子どもの健康増進の割合

○パンフレットの配布数
○保健学習の周知度
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○参加者数
○参加者の満足度

○参加者の満足度
○乳幼児を大切にしようと思った人数
○子育てに興味がわいた人数

○子どもの実態把握
○講座への参加人数
○講座の実施回数

○各関係機関との連携回数
○虐待件数の増減
○各家庭への訪問回数

○インターネットのフィルター活用件数
○インターネットのマナーを理解した人数
○インターネット等のトラブル件数の増減

○人材活用数
○子育てボランティアの数
○利用者の満足度

○児童館の利用回数
○子育てへの安心度の増減

○中高生の体験活動の数
○触れ合い機会を提供している保育園の数

○食育講座の実施回数
○食育講座の参加人数
○食育の周知度

○相談件数
○アドバイザーの人数
○保護者等の認知度

○相談件数の増減
○情報を活用して悩みを解消した人数
○相談内容の変容

○参加者数
○実施回数
○パンフレットの配布数

○コミュニティーにより悩みが減少した人数
○地域に仲間ができた人の数
○新規サークルの数
○他の子育て講座等への参加者数の増減

○食育の意味や重要性をはじめて知った参加者の数
○栄養教諭の活用回数
○食改善を行おうとした人数

○かかりつけ医をもつ保護者の数

目  的  手  段  

目  的  手  段  

[達成目標]（仮） 

 地域に密着した子育て環境を整えることで、身

近な地域で相談することができ、子育てへの不安

感や負担感を取り除けるようにする。 

[達成目標]（仮） 

 安心して妊娠・出産ができる環境を確保すると

ともに、母親の育児に関する不安を軽減し、のび

のびと安心して育児が楽しめるよう母子保健事

業の充実を図る。 

[達成目標]（仮） 

 次世代の担い手である子どもが個性豊かに生

きる力を伸ばすことができるように、家庭・学校・

地域が連携、協力し、子どもの心身ともに健や

かな育成を図るための教育環境づくりを推進す

る。 

[戦略的な目標]（仮） 

  ①地域社会全体で、子どもと家庭を支えていくことができるようにする。 

  ②多様化した状況に十分対応できるよう、社会的養護体制について質・量ともに充実を図る。 

  ③子どもが豊かな人間性を形成し、自立した次世代の親へと成長できるよう推進する。 

  ④子育ては男女が協力して行うものとの視点に立った取り組みを行う。 

  ⑤仕事と生活の調和の重要性を理解し、働き方を見直す契機とする。 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

＜評価の視点＞ 

 

①地域における子育て支援体制ができたか。 

②子育てへの不安や負担を取り除くことができたか。 

 

＜評価指標＞ 

①参加者数、相談事例集の活用回数、新規サークルの数、相

談内容の変化 

②コミュニティーにより悩みが減少した人数、新規相談件数

の増減、地域に仲間ができた人の数、子育てに関する悩みが

減少した人数 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

①地域社会全体で子どもと家庭を支えていくことができ

る体制が充実したか 

②多様化した状況に十分対応できるように社会的養護体

制が充実したか 

③子どもが豊かな人間性を形成し、自立した次世代の親

へと成長することができたか 

④子育ては男女が協力して行うものとの視点に立った取

り組みを実施することができたか 

⑤仕事と生活の調和の重要性を理解し、働き方を見直す

契機になったか 

 

＜評価指標＞ 

①新規サークルの数、相談内容の変化、コミュニティー

により悩みが減少した人数、新規相談件数の増減、地域

に仲間ができた人の数、子育てに関する悩みが減少した

人数 

②子育てへの安心度の増減、参加者の理解度、かかりつ

け医の利用回数、食育の意味や重要性をはじめて知った

参加者の数、保健学習の周知度、食育の周知度 

③中高生の体験活動の数、子育てに興味がわいた人数、

乳幼児を大切にしようと思った人数、インターネット等

のトラブル件数の増減、インターネットのマナーを理解

した人数 

④仕事と子育てが両立できている保護者の数、男女共同

参画に対する理解が深まった人数、男女共同参画を理解

している企業の数 

設 定 ・ 検 証 

[達成目標]（仮） 

 事業者や市民一人一人が仕事と生活の調和

の重要性を理解し、働き方を見直す契機となる

よう、理解の浸透・推進力の強化を官民一体と

なって体制の整備や広報、情報提供などに取り

組んでいく。 

＜評価の視点＞ 

①子どもが個性豊かに生きる力を伸ばすことができたか。 

②子どもの心身ともに健やかな育成を図ることができたか。 

 

＜評価指標＞ 

①中高生の体験活動の数、子育てに興味がわいた人数、乳幼

児を大切にしようと思った人数、インターネットのフィル

ター活用件数、インターネットのマナーを理解した人数 

②参加者数、参加者の満足度、児童館の利用回数、虐待件数

の増減、インターネット等のトラブル件数の増減 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

①仕事と生活の調和を理解することができ、働き方を見直す

ことができたか。 

②広域な情報提供が行われたか。 

 

＜評価指標＞ 

①仕事と子育てが両立できている保護者の数、男女共同参画

に対する理解が深まった人数、男女共同参画を理解している

企業の数、女性の社会進出の増減、児童クラブの活用状況の

増減、延長保育、一時保育の利用者の満足度 

②実施回数、利用者数、待機児童の増減 

 

＜評価の視点＞ 

①安心して出産・子育てできる環境が整えられたか。 

②楽しく子育てができる事業が充実したか。 

 

＜評価指標＞ 

①相談者の満足度、子育てへの安心度の増減、参加者の理解

度、かかりつけ医の利用回数、相談者数の増減 

②食育の意味や重要性をはじめて知った参加者の数、情報活

用数、保健学習の周知度、食育の周知度 

 

 

 

＜関連部局における取組＞ 

 

 

 福祉子ども部局 

  ○乳幼児健康診断の充実 

  ○相談事業の充実 

  ○予防接種の充実 

 

 

 学校教育指導室 

  ○心のケア体制の充実 

  ○児童虐待防止ネットワークの充実 

 

 

○乳幼児の健康の増進 
○相談件数の有機的連携の実績 
○子どもの心のケアの実績 
○児童虐待の減少 


	計画シート３－１

