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Ⅲ　社会教育計画（計画体系・評価体系）　中期　　「家庭教育支援」

【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) 家庭教育推進体制の整備 家庭教育推進体制の整備

１ 家庭教育支援のための基盤形成

　目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」
を設置する

２ 家庭教育支援ための調査研究

　目標：市町村が行う家庭教育支援について、事業、生活実態、
家庭環境等に関する調査を行い、支援策を研究する

３ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

　目標：県や他県で取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を集
約、普及し、新たな取組を喚起する

４ 家庭教育プログラム開発

　目標：学習ニーズや地域課題に対応する家庭教育についての学
習プログラムを開発し、市町村へ普及・啓発を図る

(2) 指導者の養成 指導者の養成

１ 家庭教育支援職員等研修

　目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深める

２ 家庭教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等研修

　目標：地域における家庭教育の核となる人材を育成する研修会
を行う

３ 親子電話相談員研修

　目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討
や専門家による講座等を行う

４ 家庭教育関係団体等研修

　目標：子育てサークルやNPO等の各種団体の資質向上及び、互い
の情報交換を行う

(３) 学習機会の提供 学習機会の提供

１ 家庭教育カウンセリング研修

　目標：子育てに必要な知識・技術を身に付けるために、研修会
を行う

２ 家庭教育支援フォーラム

　目標：家庭教育に関して関係者が一堂に会し、シンポジウムや
講演等をとおして、情報の共有化を図る

３ 生活リズム向上キャラバン

　目標：県内全域において基本的生活習慣の確率を図るため、各
地で講演会を実施する

(4) 情報提供と相談体制の整備 情報提供と相談体制の整備

１ 親子電話相談事業

　目標：教育や子育てに悩む保護者等や、学校や友人関係に悩む
児童生徒からの電話相談を行う

２ 「早寝早起き朝ご飯推進運動」の広報

　目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子ども
たちの望ましい基本的生活習慣を周知広報を図る

３ 家庭教育啓発事業「パンフレット」

　目標：家庭教育に係る情報、学習機会の重要性や必要性を理解
してもらうための啓発資料を作成、配布し周知を図る

４ 家庭教育情報メールマガジンの発行

　目標：家庭教育に係る様々な情報をインターネットを通じて提
供し、周知を図る

○参加者の理解度、満足度
○参加者が自らの取り組みを見直した割合

○報告書発行数
○支援案の提示数

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○施策や事業の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○市町村の家庭教育支援チーム設置数
○市町村の家庭教育支援チーム設置率

○活動回数(相談件数、講座数等)
○活動への参加者数
○他部局や他団体と連携した事業の取り組みの数

○研修の実施回数
○研修への参加数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修の実施回数
○研修への参加数

○相談員の理解度、満足度
○電話相談の行動の変容（新たなスキルの活用等）
○電話相談により保護者等の悩みが減少した数

○研修の実施回数
○研修への参加数

○参加者の理解度、満足度
○コーディネーターの新規参加者
○コーディネーター設置の市町村数
○コーディネーターが活動した数
○コーディネートにより保護者等の悩みが減少した数

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○参加者の理解度、満足度
○各団体の取組みの変化（数の増減、見直した数）
○地域における家庭教育関係団体の活動の活性化（新規サークルの数）

○事例数
○配布等をした市町村・機関・団体数

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○家庭教育の大切さを感じた県民の数

○メールマガジンの発行回数
○登録者数
○親等の認知度

○情報活用者数
○情報登録者の所属市町村数
○発信された情報を活用しサークル等に参加し、継続的な活動に発展した数。

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）

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数

○早寝早起き朝ご飯推進運動の周知度
○県民の生活リズムの重要性の理解度
○よい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○相談件数
○児童生徒、親等の認知度

○事例の活用（満足度、問合せ数）
○市町村が施策・事業等の見直しに取り入れた数・割合

○プログラムの開発数
○プログラムを配布した市町村・機関・
団体数

○プログラムを活用した市町村の数
○市町村担当者の満足度
○市町村の家庭教育支援の見直しをした数・割合

○実施市町村数
○参加人数

○参加者の理解度、満足度
○講演会参加者が生活リズムを見直した数・割合

○研修への参加者数
○参加者の所属する市町村数

○参加者の理解度、満足度
○家庭教育に関する知識・技術が向上し、取り組みを見直した人数

○実施回数
○参加人数

○新規相談件数
○相談者の満足度
○電話相談により保護者等の悩みが減少した数

目  的  手  段  

目  的  手  段  

[達成目標]（仮） 

家庭・学校・地域の連携による家庭教育推進

ための環境づくりを行う。また、市町村が行

う事業や施策の充実を図るために、県民の意

識調査を行う 

 さらに先駆的な事例等の情報収集をし、学

習プログラムの開発を行い、県全体の家庭教

育推進体制の整備を行う 

  

[達成目標]（仮） 

多様なニーズや地域課題に対応した子育てに関

する学習機会の提供を行い、家庭教育に対する

理解のある県民を育成し、地域社会の家庭教育

に対する意識高揚を図る 

  

[達成目標]（仮） 

地域全体で子育てを支援するため、家庭教育支

援コーディネーターや電話相談員、NPO等、家

庭教育に関わる者の資質向上を図るる団体の
リーダー等ち材の資質や能力、専門的スキルの向上

を内容とする研修を通じて、その団体・人材の活動等

の一層地域における家庭の教育力を支援する団体

のリーダー等の人材の資質や能力、専門的スキルの

向上を内容とする研修を通じて、その団体・人材の活

動等の一層の活発化を図る。 

地域における家庭の教育力を支援する団体のリー

ダー等の人材の資質や能力、専門的スキルの向上

を内容とする研修を通じて、その団体・人材の活動等

の一層の活発化を図る。 
 

[戦略的な目標]（仮） 
①家庭・学校・地域のネットワーク化の促進を図る 
②家庭教育に関して保護者や支援者の資質向上を図る 
③家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する 
④調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及す
る 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

設 定 ・ 検 証 

＜評価の視点＞ 
①家庭・学校・地域のネットワーク化が図られ、家庭教育の
推進体制が整備されたか 
②市町村における家庭教育関する施策や事業が充実したか 
 
＜評価指標＞ 
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、他部局や他団体
と連携し事業を行った数 

②開発プログラムの事業数、開発プログラムの活用市町村数、
新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の再構築
に取り組んだ市町村数（率） 
 
 
 

＜評価の視点＞ 
 
①家庭・学校・地域のネットワーク化が図られ、家庭教
育に充実が図られたか 
②保護者などが、あらゆる場面で家庭教育に関する学習
ができる体制が整備されたか 
③家庭教育に関する指導者等の人材が活躍できる場面が
拡充できたか 
④市町村において家庭教育施策や事業の拡充が見られた
か 
⑤子育てに関する情報提供や相談により相談事業等が拡
充したか 
 
 
＜評価指標＞ 
 
①家庭教育に関するネットワーク化が図られた市町村の
割合 
②市町村における家庭教育支援に関する事業・講座の数、
参加者数 
③指導者による新たな取組みの数、開発プログラムを活
用した市町村の数、割合 
④市町村において家庭教育に関する施策や事業の改善を
図った数、割合 
⑤子育てに関する相談数、情報提供の数、情報の活用数 

設 定 ・ 検 証 

[達成目標]（仮） 
子育て等に関する情報提供と相談体制の充実を
図り、家庭教育の支援に努める 

＜評価の視点＞ 
①家庭教育コーディネーターや電話相談員等の関係者の資
質向上が図れたか 
②指導者の活躍する機会が拡充し、地域における家庭教育
関係団体の活動が活性化したか 
 
＜評価指標＞ 
 
①コーディネーターや相談員がコーディネートや相談を
行った件数、コーディネートや相談により保護者等の悩み
が減少した数 
②研修参加者のうち、これまでの取組みを改善した団体
リーダー等の人数（率）、新たな家庭教育支援に関する活

動を実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数
の割合の増減、PTAや市町村における家庭教育講座の数の増
減 
 
 

＜評価の視点＞ 
①家庭教育に関する情報提供が充実したか 
②家庭教育に関する情報の普及・啓発が行われたか 
③悩み等の相談事業が充実したか 
 
 
＜評価指標＞ 
 
①生活リズムの重要性が理解され、子どもの生活リズムの
改善が図られた数、割合 
②メールマガジンへの登録者数、年齢や市町村別の登録者

状況 
③電話相談数、相談者の満足度、相談内容の多様化 
④広報活動や情報提供によって、講座や相談、サークル活
動など取り組んだ保護者、支援者の数 

 
 
 

＜評価の視点＞ 
①家庭教育に関する多様なニーズに応える学習機会が提供で
きたか。 
②地域課題に対応した学習機会の提供ができたか 
 
＜評価指標＞ 
①講座参加者の内容理解と満足度 
②家庭教育の重要性を理解した受講生の数 
③地域課題等の改善に取り組んだ受講生の数 
 

＜関連部局における取組＞ 
 
 福祉保健部  青少年・児童家庭課  
 
 警察 青少年サポートセンター 


