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はじめに 

１ プランの進行管理の考え方

（１） 進行管理の考え方 

「子どもの未来応援プラン」は、平成２７年度から３１年度までを計画期間として策定をして

おり、基本理念の基に、６つの基本目標と推進項目に１４３の事業を位置付けるとともに、教

育・保育や地域子ども・子育て支援事業（１３事業）の量の見込みと確保方策を示していま

す。 

本プランの進行管理については、毎年度実施する年度評価に加え、平成２９年度に中間

評価を実施し、「川崎市総合計画」との整合性や、「地域包括ケアシステム推進ビジョン」と

の連携を踏まえ、内容の見直しを含めたプランの検証を実施します。 

点検・評価は、平成２６年７月に国が示している基本的な指針（※）を踏まえ、『平成２８年

度「子どもの未来応援プラン」点検・評価シート』により基本目標ごとに行います。 

【考え方（イメージ）】

基本理念

基本目標
[6]

推進項目
［143事業］ 量の見込みと確保方策や主な施策の実施状

況の自己点検・内部評価

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量と

見込みと確保方策 

自己点検や内部評価等に対する子ども・子育

て会議の意見を踏まえ、プランを評価 

※ 「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び

地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（内閣府告示第 159 号 平成

26年 7月 2日告示）」抜粋 

 （子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価） 

  市町村及び都道府県は、各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況（教

育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに係る費用の使途実績等について点検、

評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施すること。 

  評価においては、個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体の成果（アウトカム）につ

いても点検・評価することが重要である。子ども・子育て支援の推進においては、利用者の視点に立っ

た柔軟かつ総合的な取組が必要であり、このような取組を評価するため、利用者の視点に立った指標を

設定し、点検及び評価を行い、施策の改善につなげていくことが望まれる。 
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（２） 評価の実施について 

プランに位置付けた、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業（１３事業）の量の見込み

と確保方策については、毎年度、自己点検・内部評価を実施するとともに、「川崎市総合計

画 第１期実施計画」における成果指標及び事業量等も参考にして、プランに基づく「主な

施策の実施等」について点検・評価を実施し、年度評価を作成します。 

年度評価につきましては、「子ども・子育て会議」の意見・評価を反映し、川崎市総合計画

の進行管理と整合性を図りながら今後の施策等の方向性を示します。 

２ 点検・評価の視点

（１） 取組の達成度

   取組内容等の実績や成果を踏まえた達成状況を５段階で示します。 

達成度 「１．目標を大きく上回って達成」 

「２．目標を上回って達成」 

「３．概ね目標どおり」 

「４．目標を下回った」 

「５．目標を大きく下回った」 

（２） 総合評価

   各項目による評価により総合的な視点で評価します。 

評価項目 「施策の必要性」 

「施策の有効性」 

「施策推進にあたる効率性」 

「市民目線の施策推進」 

（３） 施策推進の方向性

   ６つの区分を設けて今後の施策推進の方向性を示します。 

方向性区分 「Ⅰ．現状のまま継続」 

「Ⅱ．改善しながら継続」 

「Ⅲ．推進項目の規模拡大」 

「Ⅳ．推進項目の規模縮小」 

「Ⅴ．推進項目の廃止」 

「Ⅵ．施策を見直し」 

３ プランの見直しについて 

平成２７年度及び２８年度評価の結果や本市の子ども・子育てを取り巻く状況等も踏まえ、

「川崎市総合計画第２期実施計画」の策定との整合性を図りながら、平成２９年の秋ごろまで

に当初計画５年間の中間評価による検証を行い、平成３０年度以降の内容等について見直

しを実施します。 
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「子どもの未来応援プラン」基本施策の評価 
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１　プランの概要
基本目標Ⅰ　子どもの権利を尊重する社会づくり

２　主な取組の実施結果

1

指標分類

説明

成果
指標

活動
指標 説明

「川崎市子どもの権利に関する条例」の認知度

子どもの権利に関する広報資料配布数

「こどもページ」の閲覧回数

「子ども夢パーク」の利用人数

子ども向け公式ホームページ「こどもページ」の閲覧回数
（平成27年度　8,284 回）

子ども夢パークにおける子どもを対象とした文化・芸術・スポーツ等の各種講
座等の利用人数（平成27年度　91,895 人）

H28年度

□「かわさき子どもの権利の日のつどい」の開催やパンフレット等を活用した
子どもの権利に関する広報・啓発を実施します。また、「第５次川崎市子ども
の権利に関する行動計画」を策定します。

■関係団体等との連携のもと「かわさき子どもの権利の日のつどい」を開催（平成28
年12月4日）するとともに、各種研修会等への講師派遣事業を実施しました。（参加者
数：861人）　また、パンフレットや映像資料を活用し、子どもの権利への理解を広める
ため、さまざまな世代に向けた広報・啓発を実施しました。「第５次川崎市子どもの権
利に関する行動計画」の策定にあたっては、パブリックコメントにより多く意見を集め
（304通、1,164件）、計画に反映しました。

□「川崎市子どもの権利に関する条例」を具現化した「子ども夢パーク」にお
いて、子どもの自由な遊びの支援や各種イベント等を開催します。

■ウォータースライダーや編みハンモックなどの遊具を子どもや利用者とともに作る
など、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを大切にしながら冒険遊び場（プレイ
パーク）事業を実施しました。また、野菜の苗植えや収穫イベント、クリスマスや新春
などの季節に応じたイベントの他、文化・芸術・スポーツなどの各種講座等を開催しま
した。大規模イベント当日の天候不順のため目標を下回りました。（利用人数：88,544
人）

□「川崎市子どもの権利に関する週間」を中心に、各学校で子どもの権利学
習に取り組むための補助教材を作成し、対象学年に配布します。また、子ど
もが暴力や権利侵害から身を守る方法を身につける参加型学習を行う小・中
学校に、年間を通じて講師派遣を行います。

基本目標

目標の
概要

計画期間
における
主な取組の
方向性

施策の方向と
推進項目

関連する
総合計画
の政策体系

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

今年度の主な取組内容

施策(3層) 平等と多様性を尊重した人権・平和施策の推進

直接目標 平等と多様性を尊重する意識を高める

課題名改革項目

　「川崎市子どもの権利に関する条例」について、子どもだけでなく大人も学び、理解が深められるよう、さらなる普及・啓発を図るとともに、子ども
の意見が尊重され、子どもが主体的に参加できるまちづくりを推進します。
　また、児童虐待やいじめなど子どもの権利侵害に対する相談・支援体制や児童虐待防止対策を充実するとともに、子どもが互いに尊重し合え
る環境づくりを推進します。

●子どもの権利の広報・啓発事業を推進するとともに、子どもの権利に関わる学習の機会を提供し、子どもの権利の保障に努める民間団体との
連携を推進し、市民の広い関心を得て子どもの権利への理解を深めるための施策・事業を充実させます。
●国籍や性別、障害、その他家庭の環境等を理由として差別や不利益を受けることがないよう、子どもの置かれている状況に応じ相談できる環
境づくりを推進するとともに、家庭や地域、学校等における子どもの権利保障に必要な支援を行います。
●「川崎市子ども会議」、「行政区子ども会議」、「中学校区子ども会議」の充実と相互の連携を推進し、子ども会議の活性化を図るとともに、「子
ども夢パーク」等の活動を通じて、広く子どもの参加を呼びかけ、子どもの主体的な社会活動への参加を促進します。

１　子どもの権利の尊重
（１）子どもの権利の普及・啓発
（２）子どもの権利保障に関する相談支援体制の充実
（３）子どもの主体的な参加の促進
（４）多文化共生の取組

主な取組内容の実績や効果

基本政策(1層) 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

政策(2層) 人権を尊重し共に生きる社会をつくる

目標・実績

目標

実績

実績

１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った

実績
説明

2

3

4
活動
指標

活動
指標

目標

3上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度

92,000
以上

88,544

□子どもが安心して気軽に相談できるよう、人権オンブズパーソン制度の広
報・啓発を行います。

■子どもが安心して気軽に相談できるよう、学校を通して「相談カード」や保護者用チ
ラシを配布するなど、人権オンブズパーソン制度の広報・啓発を行いました。

□「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づき、地域における子どもの参
加や意見表明を促進します。

■地域における子どもの意見表明や自治的な活動を奨励するため、「川崎市子ども
会議」（28回開催）と「行政区・各中学校区子ども会議」（250回以上開催）を開催する
とともに、「地域教育会議」との連携を図りました。

数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明）

■「子どもの権利学習」に関する補助教材を児童生徒の発達段階に応じた内容で作
成し、配布しました。また、子ども達が暴力や権利侵害から身を守る具体的な対処方
法を学ぶ参加型学習を小学校32校、中学校4校の合計36校で実施しました。なお、平
成27年度は小学校31校、中学校1校（試行）で実施しました。

92,000
以上

部

回

人

H29年度 単位

説明

目標

「子どもの権利に関する実態・意識調査」（無作為抽出 子ども2,100 人、大人900 人）の
「条例を知っている」「聞いたことがあるが内容がわからない」を合わせた回答者数／全
回答者数×100（％）（調査は３年に一度実施）（平成27年度　子ども 45.0 ％　大人 31.9
％）

さまざまな世代に向けた広報資料による子どもの権利に関する意識の普及促
進のための広報資料配布数（平成27年度　129,711 部）

目標

実績

47以上（子ども）
33以上（大 人）

％

140,000
以上

164,893

150,000
以上

13,000
以上

12,000
以上

7,391
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか

施策推進に
あたる効率性

a．可能性はない
b．可能性はある

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a

b

b

b

b

b

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　本市では、全国に先駆けて「川崎市子どもの権利に関する条例」を制定しており、これまでも子どもの権利保障を総合的か
つ計画的に推進するための行動計画を策定し、子どもの権利に関する施策に取り組んできました。
　一方で、いじめや不登校、児童虐待など子どもが置かれている状況には依然として憂慮すべき課題があります。
　地域において、子どもの権利が保障されることで、子どもが一人の人間として尊重され、自分らしく生きることができる社会を
目指し、普及啓発や子どもを権利侵害から守る取組を推進する必要があります。

【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか

評価

a．薄れていない
b．薄れている

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

総合的な
評価

b

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

市民目線の
施策推進

今後の
施策推進の
方向性

　「川崎市子どもの権利に関する条例」に基づき子どもの権利保障を総合的かつ計画的に推進するため、「第５次川崎市子
どもの権利に関する行動計画」を策定しました。
　また、「かわさき子どもの権利の日のつどい」を「かわさき子どもの権利の日」（11月20日）に合わせて開催し、子どもの権利
についての理解を広める取組を行ったほか、さまざまな世代に向けてパンフレットや映像資料を活用した広報・啓発を実施し
ました。
　さらに、子どもが安心して気軽に相談できるよう、「相談カード」の配布や、具体的な権利侵害への対処方法を学べる参加
型学習等を行い、相談機関・救済機関の周知に努めました。
　また、子ども会議の開催回数を増やし、地域における子どもの育ちと意見表明の機会を確保するよう努めました。

方向性区分

施策の
必要性

施策の
有効性

評価項目

子ども・子育て会議からの
意見・評価

　「川崎市子どもの権利に関する条例」の認知度の向上につながるよう、子どもの権利保
障を総合的かつ計画的に推進する「第５次川崎市子どもの権利に関する行動計画」に基づ
き、「かわさき子どもの権利の日のつどい」の開催や、広報資料の配布による子どもの権利
についての普及・啓発を積極的に実施します。
　また、子ども向けの「相談カード」の配布と活用、「こどもページ」の運営を効果的に実施
することにより、子どもが安心して気軽に相談できる相談機関・救済機関の周知を進めると
ともに、子ども会議の開催により、地域における子どもの育ちと意見表明の機会を確保し、
自治的な活動を奨励するよう取組を引続き推進し、子どもの権利を尊重する社会づくりを
進めます。

実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

①「第５次川崎市子どもの権利に関する行動計画」により、子どもの権利保障が総合的に推進されることを期待し
ます。
②広報・啓発活動の配布資料数が目標数を上回っていることを評価します。「かわさき子どもの権利の日のつど
い」の開催や、パンフレット、映像資料による広報・啓発活動を継続し、子どもの権利への理解が、子どもだけでなく
さまざまな世代に広がるよう取組を望みます。
③「こどもページ」の閲覧回数は目標を大きく下回っています。広報・啓発は配布された数量の多さだけでなく、その
内容が対象とする相手に理解され、相手の行動に変化がみられてこそ意味があります。状況を把握し、必要に応じ
て周知方法や掲載内容等の再検討を望みます。
④子どもが安心して自分らしく生活できるように、相談・救済活動を周知する「相談カード」の配布と活用、現代に相
応しい小・中学校における参加型学習の取組、「子どもの権利に関する週間」を中心とした各学校での普及・啓発
活動の推進、地域における意見表明の機会を確保する子ども会議の開催などの充実に期待します。

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

評価の内容

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか
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１　プランの概要
基本目標Ⅱ　子育てを社会全体で支える環境づくり

２　主な取組の実施結果

基本目標

目標の
概要

　男女が、職場・家庭・地域などあらゆる場面で互いの生き方を尊重し、よきパートナーとしてともに家事・育児を担うことができる環境づくりに向
けた啓発・広報を促進し、次代の親となる若い世代が子育てについて学べる機会や場の充実を図ります。
　また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現をめざし、企業や市民に働きかけることなどによって、仕事と家庭の両立を支援しま
す。
　さらに、子育て家庭の経済的負担を軽減するための支援や、地域における「互助」の力を再生し、地域の子育て力を向上します。

計画期間
における
主な取組の
方向性

●「男女平等かわさき条例」における「男女平等のまち・かわさき」の実現に向けて、男女が、職場、家庭、地域などあらゆる場面で、個人として自
立し、自由に生き方を選ぶとともに、互いの生き方を尊重し、責任を分かち合いながら、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を目指し、そ
の認識が深められるよう広報・啓発活動を推進します。
●将来親になる若い世代が子育てに関心を持つよう、小・中学生や高校生などを対象に、育児体験学習の機会を設け、実際に子どもが親になっ
た際の「自助」の力を向上させる取組を推進します。
●妊娠・出産・子育てを経て就業が継続でき、女性が活躍するためには仕事と家庭を両立しやすい環境づくりが求められています。そのために
も、意欲や能力に応じた労働参加と、出産・育児を含めた健康で豊かな生活の双方の実現を促す仕組みづくりや、男女の働き方の改革に向けた
取組など、男女がともに仕事と生活のバランスが取れた生活が送れるよう、行政、企業・事業者、関係団体、市民と協働し、ワーク・ライフ・バラン
スの取組を進めます。
●安心して子どもを生み育てるためには家計の安定が必要であり、引き続き、経済的負担の軽減につながる取組を推進します。特に、医療費の
助成は子どもの健やかな成長を支えるために大きな役割を果たす重要な施策であり、小児医療については、子育て家庭のニーズを踏まえるとと
もに、医療が必要となる年代を十分に考慮して、制度の拡充を図ります。助成の拡充に関わる制度設計にあたっては、持続可能なサービス提供
となるよう考慮します。
●こども文化センターや地域子育て支援センター等、子育て支援の場の充実を図るとともに、「子育てサロン」など地域主体の取組について現状
把握や分析を行い、地域の社会資源としての「場」の拡充と有効活用を図ります。
●地域の「互助」の中核となる地域人材の把握と育成に努めます。
●地域の「互助」の公的な仕組みとしての「ふれあい子育てサポート事業」について、充実を図ります。
●市民にとって身近な区役所が「子育ての総合的な支援拠点」として、区ごとの子育てに関わる現状やニーズの把握・分析を行い、地域の社会
資源（場・人材）と連携しながら地域をコーディネートし、多様な主体との協働による取組を推進します。
●子ども及びその保護者が、地域の教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、子育て家庭のニーズに応じた適切な
情報提供・相談支援を行います。
●子育てに係る情報を提供しながら、子育て家庭が地域とつながる契機ともなる「乳児家庭全戸訪問事業」の充実を図ります。

地域で子育てを支えるしくみをつくる

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

改革項目 課題名

取組2-(13)　市民サービス等の再構築
23　地域子育て支援センター事業のあり方の検討
26　小児医療費助成事業等の安定的な運営に向けた
検討

施策の方向と
推進項目

関連する
総合計画
の政策体系

基本政策(1層)

１　子育て家庭への支援の充実
（１）男女がともに担う子育ての意識啓発
（２）ワーク・ライフ・バランスの推進
（３）子育て家庭への経済的支援

２　地域全体で担う子育ての推進
（１）地域の社会資源の充実に向けた取組の推進
（２）地域が主体となった子育て支援活動の充実に向けた取組の
推進
（３）子育て家庭のニーズに合った情報提供・相談支援

子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

政策(2層) 安心して子育てできる環境をつくる

施策(3層) 子育てを社会全体で支える取組の推進

直接目標

主な取組内容の実績や効果今年度の主な取組内容

□地域の子育て支援活動団体と行政との連携を深め、支援を必要としている
子育て家庭が地域で孤立することなく、必要な支援につながる環境づくりを進
めます。

□子育て家庭のニーズに的確に対応するため、多様な手法を使った情報提
供を行います。

■妊娠期からの仲間づくりや父親の育児参加の促進に向け、各区役所における両親
学級、また、就労中の妊婦のニーズに応えるため、土曜開催のプレパパ・プレママ教
室や、日曜開催の両親学級を開催し、延べ5,667人が参加しました。（内訳：区役所両
親学級：5,013人、プレパパ・プレママ教室：488人、日曜開催の両親学級166人）

□出産・育児への支援のため両親学級やプレパパ・プレママ教室を開催しま
す。

□子育ての不安を解消し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに向
けて、小児医療費助成制度の通院医療費助成の対象を小学校3年生に拡大
します。また、小学校6年生への引上げに向けた検討を行います。

■小児医療費助成制度の通院医療費助成について、平成28年4月に小学校2年生か
ら小学校3年生に拡大するとともに、平成29年4月に小学校3年生から小学校6年生ま
で拡大することとしました。
新たに対象となる方約25,000人に対して、医療証を交付しました。
（助成対象者数（平成29年3月末日時点：小学校3年生まで：107,987人）

□地域の中で、親子が交流しながら遊べる場づくりや子育てに悩む家庭への
相談・支援に向けて、「地域子育て支援センター事業」を推進します。

■市内53か所の「地域子育て支援センター」において、離乳食やトイレトレーニングな
どの育児講座や「絵本の読み聞かせ」など親子で楽しめるイベントを開催するととも
に、子育てに役立つ地域情報などの提供を実施しました。

□育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人とをマッチングするな
ど市民が相互に行う援助活動を支援する「ふれあい子育てサポート事業」を
実施します。

■市内4か所の「ふれあい子育てサポートセンター」において、利用会員と子育てヘル
パー会員の登録や利用にあたる援助内容等の調整を実施しました。また、子育て家
庭のニーズへの対応としてヘルパー会員数を増やすため、ヘルパー研修を年4回実
施しました。

■地域の子育て支援活動団体や関係機関、行政との連携を深めるため、こども支援
ネットワークに関する会議を開催するとともに、身近な地域で民生委員児童委員、主
任児童委員との連携やボランティア活動等を通して、子育て家庭に寄り添える地域人
材の育成を図りました。

□こども文化センターや保育所、地域子育て支援センターなど市民に身近な
場所で、子ども・子育て支援に関するさまざまなイベント等を行い、子育てや
地域の仲間づくりなどの相談支援を行います。

■こども文化センターや保育所、地域子育て支援センターなど市民に身近な場所で、
子ども・子育て支援に関するさまざまな講座やイベントを連続して実施し、子育ての相
談支援を行ったり地域の仲間づくりを支援しました。

■市及び各区において「子育てガイドブック」や子育て情報誌を作成するとともに、
「子育て応援ナビ」（市ホームページ）等による情報発信を行いました。
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目標

279,000
以上 人

790
以上

775

810
以上 人

小学校2年生⇒3年生

100

人

％
説明

実績

活動
指標

活動
指標

4

5

説明

説明

１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った

実績

上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度

目標

実績

目標
7

説明

実績

活動
指標

説明

活動
指標

目標
6

3
活動
指標

目標

3

実績

目標

6,300
以上

1

目標・実績

成果
指標

実績

目標

指標分類

説明

□川崎市子ども・若者ビジョンの具現化に向け、地域における子どもの居場
所づくりを促進し、地域社会全体で子どもを見守り、安全かつ安心な環境の
中で子どもの健全な育成が図られるよう、地域と連携して、日常的かつ継続
的に子どもの健全育成に資する活動を行う団体を支援します。

□親子が地域で孤立せず安心して育児ができるよう、保健師等による「新生
児訪問」や地域とのつながりをつくり身近な子育て支援に関する情報提供な
どを行う「こんにちは赤ちゃん訪問」事業を実施します。

2
成果
指標

実績

■訪問指導員（保健師・助産師・看護師）が伺い、赤ちゃんの体重測定、親子の健康
状態の把握や育児相談を行う「新生児訪問」を実施するとともに、地域とのつながりを
つくるため、地域の方が訪問員として伺い、身近な子育て情報等をお届けする「こん
にちは赤ちゃん訪問」事業を実施しました。(訪問数：13,299件）

地域子育て支援センターを利用した子どもの延べ人数
（平成27年度　274,911 人）

ふれあい子育てサポート事業における子育てヘルパー会員平均登録者数

■子ども・若者ビジョンの具現化に向け、地域と連携して子どもの健全育成に資する
活動を行う団体の育成等を図るため、子ども食堂や学習支援事業等の様々な分野で
活動する１８団体に対する支援を行いました。

□多様化する子育て家庭のニーズに的確に対応するため、保育園等の情報
を収集・蓄積し、利用者ニーズに応じた施設・事業等の情報提供を行うなど、
利用申請前から入所保留となった後まで、利用者の視点に立った切れ目の
ない相談・コーディネート機能を充実していきます。また、情報提供にあたっ
ては、区役所窓口においてタブレット端末を活用した効果的な対応を図るとと
もに、保護者等が自ら希望する施設・事業等を選択できるよう、ホームページ
の活用や「子育てガイドブック」等を作成するなど、きめ細やかな支援を実施
していきます。

■市及び各区において「子育てガイドブック」や「子どもの預け先をどうやって探したら
よいの？」等を作成するとともに市ホームページの認可外保育施設の空き情報を定
期的に更新するなど情報発信をしました。また、利用案内説明会や相談会を開催しま
した。（開催回数：284回、参加人数：2,370人　7区合計）さらに、平日夜間及び土曜日
に区役所窓口を開設し、平日の日中に来庁できない方へ利用相談を実施しました。
（12日間、相談件数：延べ131件）

 子育てヘルパー会員の年間平均登録人数
（平成27年度 776 人）

小児医療費助成事業における通院医療費助成対象年齢

通院医療費助成対象年齢の引上げの実施
（平成27年度　小学1年生⇒2年生）

両親学級の参加者数

各区における両親学級の参加者数
（平成27年度　6,133 人）

「こんにちは赤ちゃん訪問」等の実施率

「新生児訪問」及び「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施率
（平成27年度　92.2 ％)

H28年度

15,900

15,596

279,000
以上

276,623

小学校2年生⇒3年生

6,300
以上

5,667

100

91.5

数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明）

ふれあい子育てサポートセンターの利用者数

各年の「ふれあい子育てサポートセンター実績報告書」の実績値
（平成27年度　15,779 人）

地域子育て支援センター利用者の満足度※10 点満点

説明
「地域子育て支援センター利用者アンケート」（無作為抽出 利用者）における
各質問項目（10段階）の平均値＜2年に1回調査予定＞
（平成27年度　8.9 点）

地域子育て支援センターを利用した子どもの人数

小学校3年生⇒6年生

学年

H29年度

16,300
以上

単位

人

8.9
以上 点
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

今後の
施策推進の
方向性

方向性区分 実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

　将来親になる若い世代が子育てについて学べるよう、引き続き小・中・高等学校と連携し、
思春期の心と身体の健康教育を実施することで、子育てに対する意識啓発を行っていきま
す。また、両親学級やプレパパ・プレママ教室を実施し、妊娠・育児についての学習や、父親
の育児参加の啓発を進めます。
　子育て家庭への経済的支援のための小児医療費助成の拡充や、セミナーや広報活動を通
じたワーク・ライフ・バランスの普及啓発を行い、子育て家庭への支援の充実を図ります。ま
た、地域子育て支援センターや、ふれあい子育てサポートセンターの運営を通して、地域が
主体となった子育てを社会全体で支える環境づくりを推進します。
　さらに、地域における子どもの居場所づくりを促進し、地域社会全体で子どもを見守り、安全
かつ安心な環境の中で子どもが育つよう、地域と連携して子どもの健全育成に資する活動を
支援します。
　また、市民に身近な場所で、子育ての相談支援や地域の仲間づくりを支援するとともに、子
育て家庭のニーズに応じたきめ細やかな情報提供・相談支援を引続き実施していきます。

市民目線の
施策推進

総合的な
評価

　両親学級やプレパパ・プレママ教室を開催することで、父親の育児参加を促し、男女がともに担う子育ての意識啓発を図り
ました。
　さらに、小・中・高等学校において思春期の心と身体の健康教育を実施することで、思春期の男女に対して子育てを担うこ
とについての意識啓発を行い、思春期から妊娠・出産、育児期までの切れ目ない支援に努めました。
　また、子育て家庭への経済的支援のため、小児医療費助成制度の拡充を進め、子育て家庭への支援の充実を図りまし
た。
　また、「こんにちは赤ちゃん訪問」事業やみまもり支援センターの設置により、親子が地域で孤立せずに安心して育児がで
きる環境づくりを図りました。さらに、身近な場所での子育ての相談支援、地域の仲間づくりを行うとともに、新たに地域社会
全体で子どもや若者を見守り支えることを目指して地域で活動する団体への助成事業等により、子育てを社会全体で支える
環境づくりに取り組みました。

b

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか b

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

①小児医療費助成制度が小学２年生から小学３年生に拡大され、子育てに対する経済的負担が軽減されたことに
ついて高く評価します。今後、運用状況を検証しながら、市民に対し効果的な周知がなされていくことを望みます。
②男女がよきパートナーとしてともに家事・育児を担う環境づくりに資するプレパパ・プレママ学級や両親学級の実
施、また地域とのつながりを作り安心して育児をするきっかけともなる、「こんにちは赤ちゃん訪問」の取組を評価
し、さらに周知・充実していくことを望みます。
③子ども食堂などの地域における子どもの居場所づくりや、こども文化センターなどで行われる講座・イベントなど、
地域で子育てを支える取組が、今後も地域のニーズにあった形で定着していくことを期待します。
④ワーク・ライフ・バランスを実現する上で、企業・事業者の理解、協働が大切であり、具体的施策が必要です。

子ども・子育て会議からの
意見・評価

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

施策推進に
あたる効率性

b

【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

b

【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか b

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

b

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

施策の
有効性

【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

a．可能性はない
b．可能性はある

【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか

評価項目 評価評価の内容

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　平成27年3月20日、少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指針である「少子
化社会対策大綱」が閣議決定されました。
　《重点課題》
　１．子育て支援施策を一層充実（「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施、待機児童の解消など
　２．若い年齢での結婚・出産の希望の実現（経済的基盤の安定…若者の雇用の安定⇒若者雇用対策の推進のための法整
備等）
　３．多子世帯へ一層の配慮（子育て・保育・教育・住居などの負担軽減など）
　４．男女の働き方改革（男性の意識・行動改革…長時間労働の是正、「ワークライフバランス」・「女性の活躍」など）

施策の
必要性

a．薄れていない
b．薄れている

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか a
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１　プランの概要
基本目標Ⅲ　乳幼児期の保育・教育の良質な環境づくり基本目標

目標の
概要

　「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」を図り、全ての子どもが質の高い生活環境を維持できるよう、取組を推進するとともに、
乳幼児期における多様なニーズに応じた保育サービスの基盤整備を推進し、利用者の個々のニーズに応じたきめ細かな対応を図ります。
　また、安定した質の高い幼児期の学校教育・保育を継続的に実施できるよう、施設運営の安定と充実に向けた取組を進めます。

●子どもたちが安心して過ごし、充実した活動ができる教育・保育環境を整えていくよう、幼稚園のこれまでの実績を活かし、引き続き充実した教
育・保育を推進します。
●特別な支援を必要とする子どもの受入れの推進など、特色ある幼稚園における教育の充実を図るため、必要な経費の助成や幼児教育相談
員の巡回等、幼稚園における教育の振興や支援に取り組みます。
●幼稚園利用者の多様なニーズに対応するため、保育所の開所時間と同等の運営をする長時間預かり保育事業を行う幼稚園への支援など、
幼稚園の預かり保育事業の充実を図ります。
●多様な教育・保育ニーズへの柔軟な対応を図るために、幼稚園から認定こども園への移行を促進し、移行に向けて計画的な整備を進めるとと
もに、保育所から認定こども園への移行も支援します。
●認定こども園への移行にあたっては、幼保連携型認定こども園への移行を最終的な目標として見据え、円滑に移行が進むように、移行を希望
する幼稚園や保育所に対して個別の状況に応じた支援と段階を踏んだ取組を行います。
●幼稚園、認定こども園の教育・保育の質の向上のために、国が定める質の基準を踏まえながら、市としての運営水準の向上を図ります。あわ
せて、平成28年度以降の利用する保護者の受益と適正な負担について検討し、国の幼児教育無償化の動きや他都市の状況にも留意しながら、
適切な補助水準及び保育料の設定について一定の方向性を確定します。
●幼保連携型認定こども園における指導監査の体制を確立するとともに、施設型給付施設への確認・指導を実施する等、質の高い教育・保育
の提供の推進に取り組みます。また、認定こども園の認可及び認定は、本市の基準等に基づき適切に行います。
●幼稚園、認定こども園、保育所と小学校、地域療育センター等の専門機関と連携して情報交換や研修の実施、子どもたちとの交流等を通し
て、相互に教育内容や子どもの状況等を把握するなど、幼保小の連携を図りながら、子どもたちが安心して小学校生活をスタートできるように、
小学校教育との円滑な接続を行います。

１　幼児教育の充実と教育・保育の一体的な推進
（１）幼児教育の質の向上
（２）認定こども園への移行の促進
（３）幼保小連携の推進

２　保育需要への適切な対応
（１）多様な手法による定員枠の拡大
（２）公立保育所の民営化と施設老朽化への対応

施策の方向と
推進項目

計画期間
における
主な取組の
方向性

●保育需要に対応し、重点的に保育所の整備が必要な個所を定める一方で、整備手法については多様な手法を用いることによって、必要な場
所に必要な量の整備を効率的に推進します。
●低年齢児の受入枠の拡充策として、定員60人以上の保育所を補完する0～2歳児を対象とした定員19人以下の小規模保育事業所の整備を進
めていきます。
●「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する連携協定」（平成26年10月27日締結）に基づき、市境にある市有地や国有地、民有地等で周辺
の保育需要を双方に補完し合える土地等を活用し、保育所等の共同整備を進めていきます。
●「新たな公立保育所」については、早期に建替えるべき保育所と長寿命化を進めるべき保育所を分けることで、効率的で計画的な維持保全を
進め、公立保育所全体のライフサイクルコストの低減を図っていきます。
●公立保育所の民営化については、譲渡や貸付など建替え以外の手法を含め、さらに効率的に推進できるよう検討を進めます。
●公立保育所の指定管理園（公設民営）については、施設の形態により手法の方向性を定め、指定期間の終了時に順次、民設民営化を進めま
す。
●民間保育所の建替えについては、その手法や資金調達の関係も含み、運営法人と調整を図っていきます。
●川崎認定保育園については、当面は制度を継続するとともに、施設の認可化や小規模保育事業への移行を推進します。
●多様な運営主体が事業を展開していくなかで、保育の質の維持・向上のため、さまざまな機会を捉えて、実践的な知識や保育技術を共有する
とともに、本市独自の運営費の補助等により、子ども及び職員の処遇の向上を支援します。
●地域型保育事業について、小規模である事業特性を踏まえ、連携する保育所等の教育・保育施設（連携施設）を設定し、利用する子どもの交
流や保育内容の運営支援を行います。
●保育士確保にあたっては、保育士養成施設との連携を強化するとともに、保育士資格を持ちながら就職していない潜在保育士の再就職や認
可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得を支援します。
●特別な支援が必要な子どもへの支援に際しては、小学校への円滑な接続を視野に入れ、保護者、療育センター、小学校等との連携の取組を
進めていきます。また、これまで保育所での保育が困難であった医療的ケアが必要な子どもの受け入れに向け、「新たな公立保育所」を中心とし
て障害のあるなしにかかわらず保育を享受できる体制の整備を検討します。

●増大する多様な保育ニーズに的確に対応するため、多様な保育事業の未整備区域の解消など、延長、一時、休日、病児・病後児保育事業の
拡充に努めます。
●加えて、細分化・複雑化する多様な保育ニーズにも適切に対応できるよう延長・一時保育事業等における実施内容の細分化、実施日・実施時
間等の拡大に努めます。
●認可保育所の保育料や一時保育、病児保育などの保育サービスに関する利用料金については、平成28年度以降の受益と適正な負担のあり
方を検討するために、平成27年度において検討組織を設置し、国の制度改正、他都市の状況にも留意しながら、適切な保育料や利用料金の設
定について一定の方向性を確定します。
●保育料の滞納については、引き続き口座振替の促進を図り、コンビニ収納を開始するなど、収納率向上に向けた取組を強化・推進します。
●認可施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業）等の保育料負担割合の適正化。（※平成28年度の改定に向けた検討を行います。）
●多様な保育サービスの利用料金のあり方の検討（※サービス提供に対する応分の負担に向けた検討を行います。）
●川崎認定保育園の保育料は運営事業者が独自に認定していますが、市が定めた保育を必要としている事由に該当していることを要件に、保
育料の負担軽減を目的とした補助制度を、保育需要や施設の利用状況を踏まえ実施しています。現行の保育料補助金額は0～2歳児は所得に
より1万円または2万円、3歳以上児は5千円です。
●待機児童の解消を継続するため、教育・保育の量の見込みに対応する確保策において、保育所等の整備などを計画的に実施し、必要な教
育・保育の提供体制を確保していきます。
●今後も多くの民間保育所等が整備され、保育士の確保と質の担保が重要な課題となるため、その対策に力を傾注していきます。
●区役所においては、平成27年4月の子ども・子育て支援法の本格実施に伴う利用者支援事業の中で、保育所等の利用申請前から保護者等の
視点に立った情報提供や相談を実施し、入所保留となった後も、きめ細かな相談・支援を継続して実施していきます。
●「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する連携協定」（平成26年10月27日締結）に基づく取組を横浜市と連携・協力して推進し、待機児童
対策の更なる促進を図ります。

３　保育の質の維持・向上
（１）多様な運営主体の参入に伴う保育の質の確保
（２）保育士確保対策の充実
（３）特別な支援を必要とする子どもへの対応の充実

６　待機児童対策の総合的な推進
（１）待機児童対策の総合的な推進

４　多様な保育ニーズへの対応と充実
（１）多様な保育事業の充実

５　保育サービス利用における受益と負担の適正化
（１）保育サービスの利用における受益と負担のあり方の検討
（２）保育料の収納率向上に向けた取組の推進
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２　主な取組の実施結果

■市内幼稚園及び認定こども園21園において、一時預かり事業（幼稚園型）を実施し
ました。

□「横浜市と川崎市との待機児童対策に関する連携協定」に基づき、保育需
要が双方に補完し合える土地等に、保育所の共同整備を進めます。

■横浜市との連携協定に基づき、保育所の共同整備を実施し、平成29年4月に「尻手
すきっぷ保育園」（定員59人）を開所しました。

□待機児童解消の継続に向け、高まる保育需要に適切に対応するため、多
様な整備手法を用いて、必要な場所に必要な量の整備を推進します。

■平成29年4月に向けて、認可保育所の整備により1,320人、公立保育所の民営化に
より45人、既存保育所の増改築により25人、小規模保育事業所の整備により110人
の合計1,500人の入所枠を拡大し、当初計画を上回る定員枠を確保しました。

■幼稚園から認定こども園への移行等を促進しました。（新規実施園：1園）

□待機児童対策として、本市独自の認可外保育施策として、「川崎認定保育
園」の制度を実施するとともに、施設の認可化や小規模保育事業への移行を
促進します。また、園児の保護者に対し、保育料の一部を助成し、経済的負
担の軽減を図ります。

■平成29年4月に向けて、本市独自の待機児童対策として推進する川崎認定保育園
からの認可化及び小規模保育事業への移行（実施園：8園）を進めました（川崎認定
保育園利用児童数：4,360人）。また、川崎認定保育園に園児を通わせる保護者に対
して、保育料補助を実施しました（助成児童見込数：5,077人）。

■「保育の質ガイドブック」を作成し、民間保育所への支援機能を強化するとともに、
市内保育関係施設向けに公民合同の課題別研修や公開保育、小規模保育所等で
のデリバリー講座を実施し、更なる保育の質の向上に繋げました。（研修参加者：延
べ4,948人、公開保育参加者：延べ707人）　また、在宅で子育てする家庭に対して
は、保育所の園庭開放や各種講座を通して相談機能の強化を図りました。医療的ケ
アを必要とする子どもの受入れを、2か所のセンター園で実施しました。

□多様な保育ニーズに的確に対応するため、延長保育事業を拡充します。 ■保育所296か所、認定こども園3か所、小規模保育事業所等16か所の合計315か所
で延長保育事業を実施し、月間の利用数は、昨年度から400人増の8,552人の実利用
がありました。また、新設の認可保育所では、すべての園において、20時までの長時
間延長保育を実施し、延長保育事業の拡充を進めました。

□多様な保育ニーズに的確に対応するため、一時保育を拡充します。 ■一時保育の実施園を8園拡充し、合計70園で実施の上、年間延べ利用人数は昨年
度実績から2,764人増の115,746人の利用がありました。また、基幹型一時保育の推
進により、一時保育事業の実施日及び実施時間の拡大を図りました。

今年度の主な取組内容 主な取組内容の実績や効果

□保育所、地域型保育事業、幼保連携型認定こども園等の指導監査を実施
し、保育の質の向上に努めます。

■保育所、地域型保育事業、幼保連携型認定こども園等331施設に対し実地または
書面による指導監査を実施し、保育の質の向上に努めました。

□保育士確保策として、「かながわ保育士・保育所支援センター」との連携に
よる潜在保育士確保策の推進のほか、本市独自の就職相談会やセミナー等
の実施により、潜在保育士や指定保育士養成施設の学生を対象とした確保
対策を積極的に推進します。また、保育士宿舎借り上げ支援事業を実施する
とともに、認可外保育施設職員等の資格取得に向けた支援を行います。

■「かながわ保育士・保育所支援センター」によるマッチングや、保育士就職相談会、
保育体験バスツアー等に加え、新たに開始した保育士修学資金貸付制度も多くの利
用実績があり、これらの取組を通じて、多くの就職等に結びつけることができました。
（保育士・保育所支援センターのマッチング支援による就職人数：26人）
（就職相談会参加者：969人）（バスツアー、就職セミナー等の参加者：461人）（保育士
試験直前対策口座：216人）（修学資金貸付利用者：43人）（採用又は内定者総数：
141人）
　また、保育士宿舎借り上げ支援事業により、保育士の定着促進及び新規採用の促
進を図ることができました。（補助対象者：374人）

□私立幼稚園に子どもを通わせる保護者に対し、経済的負担の軽減を図る
ために、保育料の一部を助成します。

□幼稚園利用者の多様なニーズに対応するため、幼稚園における一時預か
り・長時間預かり保育事業を推進します。

■私立幼稚園に子どもを通わせる保護者に、保育料補助を実施しました。（助成児童
数：21,049人）

□多様な保育ニーズに的確に対応するため、未整備区域への病児保育の整
備を行い、病児・病後児保育を拡充します。

■未整備区域であった川崎区において、平成28年4月に病児保育施設を開設し、麻
生区においても、平成29年4月に向けた開設準備を進め、全7区域内において、病
児・病後児保育施設の整備を完了する予定です。

□多様な教育・保育ニーズに柔軟に対応するため、幼稚園から認定こども園
への移行を促進します。

□国の幼児教育無償化の動向や他都市の状況に留意しながら、補助水準及
び保育料を適切に設定します。

■幼児教育無償化や他都市の状況などを踏まえ、「教育標準時間認定保育料金額
表」の階層の細分化と一部階層の増額を実施しました。

□「新たな公立保育所」においては、保育の質の向上に向け、民間保育所へ
の支援機能を強化するとともに、在宅で子育てする家庭への機能を充実しま
す。また、医療的ケアの必要な子どもの受入れを行います。

子どもを安心して預けられる環境を整える

関連する
総合計画
の政策体系

基本政策(1層) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

政策(2層) 安心して子育てできる環境をつくる

施策(3層) 質の高い保育・幼児教育の推進

直接目標

取組2-(4)　債権確保策の強化 5 一層の保育料収入確保に向けた取組強化

改革項目 課題名

取組1-(4)
市民サービス向上に向けた民間部門の活用

12　公立保育所の民営化
13　公設民営（指定管理者制度導入）保育所の民設民
営化

取組2-(13)　市民サービス等の再構築
22 「新たな公立保育所」等の取組の推進と施設の老朽
化対策
27　保育所保育料の見直し

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

取組2-(1)
市民ニーズへの的確な対応に向けた取組の最適化

13 待機児童対策の継続した取組の推進

□保育所等の利用における受益と負担の適正化を図るため、保育所等の保
育料金額表の改定を行います。

■川崎市保育所、認定こども園（2号、3号）、小規模保育（Ａ型）、事業所内保育（保育
所型）保育料金額表」、「川崎市小規模保育（Ｂ型、Ｃ型）、家庭的保育、事業所内保
育（小規模型）保育料金額表」について、全27階層において、第2子保育料を基本保
育料(第1子)の50％とすることや、満3歳以上児の基本保育料の一部階層の増額と間
差額の一定程度の平準化を平成28年9月から実施しました。

10



23,945

23,945

25,390
人

19,515

19,515

21,355

地域型保育事業の定員数
534

目標

実績

人

H28年度 H29年度 単位

0

6

0
人

8.0
点

一時保育の施設数

一時保育の実施施設数（4月時点）
（平成27年度　59 か所）

病児・病後児保育の施設数

病児・病後児保育の実施数
（平成27年度　5 か所）

公立保育所職員研修の参加者数

公民保育所職員研修の参加者数
（平成27年度　2,830 人）

「川崎認定保育園」の保育料補助助成児童数

数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明）

待機児童数

厚生労働省「保育所等利用待機児童の定義」に基づく各年4月の集計値
（平成27年度　0 人）

保育所等における利用者の満足度※10 点満点

「認可保育所等を利用している方への調査」（無作為抽出 利用者2,000 人）に
おける各質問項目（10段階）の平均値
＜概ね2年に1回調査予定＞（平成27年度　7.9 点）

認可保育所の定員数

認可保育所の定員数（4月時点）
（平成27年度　22,340 人）

民間保育所の定員数

民間保育所の定員数（4月時点）
（平成27年度　17,515 人）

説明

地域型保育事業（小規模保育・家庭的保育・事業所内保育）の定員数
（4月時点）（平成27年度　364 人）

説明

1

1

1
園

180
以上

1,430

300

374

180
以上

300

人

人

21,060

21,049

21,060
人

27

21

40
園

4,171 4,171

5,077

人

4,310 4,310

4,515

人

6

6

7
か所

2,800
以上

2,850

3,000
以上 人

534

957
人

64

62

69
か所

□小学校校長と幼稚園・認定こども園・保育所園長との連絡会や実務担当者
の連絡会など、さまざまなネットワークにより幼保小の連携を図ります。また
幼保小の職員による相互の施設体験を行います。幼稚園・認定こども園・保
育所年長児の小学校行事への参加を通じて園児と児童の交流を実施し、就
学前の子どもが安心して就学を迎えられるように取り組みます。また、年長児
とその保護者向けのリーフレットを作成・配布し就学前の準備と就学後の生
活について啓発します。

■発達の連続性を踏まえた子どもの育ちを支援することを目的に、小学校校長と幼
稚園・認定こども園・保育所園長との連絡会や実務担当者の連絡会を開催すること
で、幼保小の連携のあり方や必要性、地域の課題について明らかにし、共通認識を
深めました。また幼保小の職員による相互の施設体験などを通じ、幼保小の連携を
図りました。幼稚園・認定こども園・保育所年長児の小学校行事への参加等を通じ
て、園児と児童の交流を実施し、安心して就学を迎えられるように取り組みました。年
長児とその保護者向けリーフレットの作成・配布をすることで、就学前の準備と就学後
の生活について啓発しました。

8

9
活動
指標

目標

10

説明

6
活動
指標

1
成果
指標

目標

4

5
活動
指標

目標

説明
実績

活動
指標

目標

説明

目標

7
活動
指標

目標

実績

3
活動
指標

実績

2

目標・実績指標分類

説明

説明

成果
指標

目標

実績

実績

実績

説明
実績

活動
指標

目標

活動
指標

目標

説明
実績

説明
実績

保護者への保育料補助の実施数
（平成27年度　4,171 人）

認可外保育施設等の受け入れ児童数

認可外保育施設等の受入人数
（平成27年度　4,006 人）

11
活動
指標

目標

説明
実績

13
活動
指標

目標

12
活動
指標

目標

説明
実績

説明
実績

幼稚園の保育料補助の助成児童数

幼稚園に通う児童の保護者への保育料補助の実施数
（平成27年度　22,167 人）

幼稚園の一時預かり実施園数

幼稚園における一時預かり事業の実施数
（平成27年度　12 園）

認定こども園への移行園数

認定こども園への移行（実施園数）
（平成27年度　2 園）

14
活動
指標

目標

説明
実績

15
活動
指標

目標

説明
実績

保育士就職相談会等の参加者数

保育士養成機関等と連携した保育士就職相談会、就職セミナー、保育
体験事業等の参加者数（平成27年度　144 人）

保育士宿舎借り上げ支援事業における補助者数

保育士宿舎借り上げ支援事業における補助者数
（平成28年度から事業開始）

上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度 3

１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

施策推進に
あたる効率性

施策の
有効性

今後の
施策推進の
方向性

方向性区分 実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

　高まる保育ニーズに対応し、乳幼児期の全ての子どもが必要に応じた保育・教育を受ける
ことができるよう、幼稚園における一時預かり事業の推進や、幼稚園の認定こども園への移
行を支援し、幼児教育の充実を図ります。また、認可保育所の整備や認可外保育施設の受
入の促進を図り、増加する保育需要の受け皿を確保していきます。さらに、延長保育や一時
保育事業を拡充し、多様化する保育ニーズへの対応を図ります。
　また、「かながわ保育士・保育所支援センター」との連携により、潜在保育士の確保や、保
育士宿舎借り上げ支援事業及び保育士資格の取得事業を実施し、受入枠拡大に伴う保育士
の確保に努めます。さらに、職員研修の実施や、「保育の質ガイドブック」の活用などによる人
材育成を行い、保育の質の維持・向上を図ります。
　また、待機児童解消の継続に向け、多様な整備手法を用いて、必要な地域に受入枠を確
保するための整備を推進します。

市民目線の
施策推進

総合的な
評価

　就労形態の多様化や共働き世帯の増加等に伴い、高まり続ける保育需要に対応するため、計画を上回る保育所の新規整
備や、川崎認定保育園・幼稚園等の既存施設の活用により受け入れ枠を大幅に拡充しました。あわせて区役所における利
用者支援の充実を図り、待機児童数はほぼ目標値に近い数値となりました。
　また多様化する教育・保育ニーズに対応するため、幼稚園における一時預かり事業の拡充を行ったほか、一時保育の実施
園の拡充に加えて基幹型一時保育制度の創設や少人数制一時保育の事業化、病児・病後児保育の拡充を行いました。
　さらに、「新たな公立保育所」が拠点となり、これまでに蓄積した専門的知識や技術を民間保育所等と共有するほか、新た
に開始した保育士修学資金貸付制度等により、保育の質の向上や人材確保に取り組みました。また受益と負担の適正化を
図るため、保育料の見直しを行いました。

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか b

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

①保育所の新規整備や、保育所の増改築や年度限定型保育事業の実施など既存施設の活用による受け入れ枠
の拡充や、一時保育の充実等の多様なニーズへの対応は、乳幼児期の保育・教育の環境づくりについて一定の成
果があると評価します。
②保育士修学資金貸付制度などの保育の質の確保に向けた取組や、受益と負担の適正化を図るための保育料
の見直し、発達の連続性を踏まえた子どもの育ちの支援を目的とする幼・保・小の連携についても評価できます。
③「保育の質ガイドブック」は理念のみに終わらず、周知と利用促進のための取り組みが推進され、現場で効果的
に活用されることを強く望みます。
④市内外を問わず保育士不足の現状にある中で、保育士相談会の参加者数が著しく増加したことや、保育士宿舎
借り上げ支援事業の実施など保育士確保の取組について評価します。今後も取組が実際の就労に結びつくよう事
業の推進を期待します。全体を通して、引き続き量と質両方の観点から取組が推進されることを望みます。

子ども・子育て会議からの
意見・評価

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

b

評価項目

施策の
必要性

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づき、教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する「子ど
も・子育て支援新制度」が平成27年4月から開始しました。
　また、平成28年4月から国において企業主導型保育事業が開始されました。

評価の内容

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか aa．薄れていない

b．薄れている

評価

【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか b
【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

b
【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

b

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．可能性はない
b．可能性はある

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか b
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１　プランの概要
基本目標Ⅳ　親と子が健やかに暮らせる社会づくり

２　主な取組の実施結果

子どものすこやかな成長の促進

直接目標

主な取組内容の実績や効果今年度の主な取組内容

□母子ともに安心・安全な出産を迎えるため、妊娠中に必要な健康診査の費
用の助成を行うとともに、子どもの成長や家庭の育児等の状況を把握した母
子保健情報を効率的かつ効果的に活用するため、「母子保健情報システム」
を導入します。

■妊娠期の異常の早期発見・早期治療を促進するとともに、妊婦及び胎児の健康管
理の向上を図るために、母子手帳交付時に妊婦健康診査補助券を交付し、健診費
用を助成しました。（妊婦健康診査補助券利用件数：179,638件）また、平成28年４月
から「母子保健情報システム」を導入し、健診未受診者への対応を強化しました。

□妊娠・出産・育児のスタートとなる母子健康手帳の交付時に保健師等の専
門職による全数面接を行うとともに、妊娠期から産後、新生児期から乳幼児
期までの相談支援や情報提供を行うなど、親と子の健康づくりを進めます。

6 こども文化センターの今後のあり方の検討取組2-(5)　戦略的な資産マネジメント

■各区保健福祉センターにおいて、母子健康手帳を交付するとともに、保健師等の
専門職による情報提供・相談などの面接を実施しました。（母子健康手帳交付人数：
15,579人）

□産前・産後の妊産婦からの電話相談等に対応するとともに、育児知識の普
及や個別相談、さらには、出産後に不安定になりやすい時期の母子への心
身のケアを行う産後ケア事業などを実施します。

■市内在住の生後4か月未満の乳児とその母親を対象に、市内の助産所に宿泊して
助産師のケアを受ける「宿泊型」と、自宅でケアを受ける「訪問型」の産後ケア事業を
実施しました。（延べ利用件数：154件（宿泊）、233件（訪問））

□慢性的な疾病を抱える子どもに対して、健全育成の観点から、患児家庭の
医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成しま
す。

■18歳未満の児童が、小児がんなどの国が対象とする疾患で、小児慢性特定疾病
医療機関において健康保険の対象となる治療を受ける際に、その自己負担額の一
部を助成しました。（助成延べ件数：12,277件）

基本目標

目標の
概要

　次代を担う子どもが心身ともに健やかに生まれ育つために、安心して子どもを生み、育てることができるための支援体制の充実とともに、思春
期から妊娠・出産、子どもの乳幼児期を通じ、ライフステージに沿った一貫した体系のもとに、子どもの成長と発達を総合的に支援します。
　また、学校での日々の学習を通して、子どもの社会的自立の基盤となる能力や態度を育むとともに、放課後におけるさまざまな集団活動や地
域活動を通して、人としての在り方や生き方の軸となる力を育て、将来の社会の担い手になる人材を育成します。

●妊産婦が地域で孤立することなく、安心して出産や育児に臨めるよう、妊娠・出産・育児に関する知識の普及啓発や相談・支援体制を強化しま
す。
●医療機関と連携して産前・産後ケアの充実を図り、支援が必要な妊産婦のケア、心身ともに不安定になりやすい出産直後の母子のケアを行
います。
●妊娠出産に関する啓発とともに、不妊治療に対する効果的な助成制度のあり方を検討します。また、不育や不妊の悩みに対する精神的支援
として相談体制の充実を図ります。
●難病をり患した子どもの健全育成と自立促進を支援します。
●安心して妊娠・出産ができるように、新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）の新たな整備や増床を図る医療機関を支援し、総合周産期母子医療セ
ンター及び地域周産期母子医療センターを中心とした周産期医療ネットワークを推進します。
●休日（夜間）急患診療所や小児急病センターにおける小児科医療の維持をはじめ、病院群輪番制による小児科の第二次救急医療体制の確
保に努めます。
●子どもの成長発達の状況を確認し、疾病などの早期発見や保健指導及び継続した相談支援を地域の医療機関と連携しながら効果的に実施
できるよう、乳幼児健康診査事業の再構築を図ります。
●子どもの成長や家庭の育児等の状況について把握した情報を確実かつ的確に活用し、必要な支援を迅速に実施するため、母子保健情報シ
ステムを導入し、効果的・効率的な母子保健情報の管理と分析を行います。
●思春期から妊娠・出産・育児までの切れ目ない支援の充実を目的として、学校保健と地域保健との連携の強化を図り、保健や育児に関する普
及啓発を行います。

子どもがすこやかに成長できるしくみをつくる

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

改革項目 課題名

取組2-(13)　市民サービス等の再構築
24 母子保健事業の再構築
25 わくわくプラザ事業のあり方の検討

施策の方向と
推進項目

関連する
総合計画
の政策体系

基本政策(1層) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

政策(2層)

１　子どもの健やかな成長
（１）安心して妊娠・出産できる環境の整備
（２）乳幼児の健やかな発育・発達を支える
（３）学齢期・思春期の子どもの心と体の健康を増進

施策(3層)

２　自立への基盤を育てる取組の推進
（１）「キャリア在り方生き方教育」の推進
（２）放課後の活動・地域での活動を通した健全育成

計画期間
における
主な取組の
方向性 ●「キャリア在り方生き方教育」として、将来の社会的自立に必要な能力や態度を育てていく教育を全ての学校で実践し、子どもたちの自尊感情

や規範意識、学ぶ意欲、人と関わる力などについて、小学校段階から系統的・計画的に育んでいきます。
●こども文化センターについて、社会状況の変化に伴って子ども・若者が抱える課題に対応できる施設として、更なる機能強化を検討するととも
に、子どもと地域の大人との交流など、地域における主体的な活動の拠点となるよう、施設のあり方を再構築します。
●全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごせる場所を提供するとともに、発達・成長段階に応じた主体的な遊びや異年齢の子ども同士
の交流、多様な体験プログラムを通した学びなど、総合的な放課後対策を推進し、わくわくプラザ事業の質の維持・向上に取り組みます。
●子育て家庭のニーズを踏まえて、開所時間の拡充に向けた検討を進めるとともに、わくわくプラザにおけるサービスの受益と負担の適正化に
ついて検討を進めます。
●放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例を踏まえて、わくわくプラザ事業の適切な運営を行っていくとともに、民間の事
業者が放課後児童健全育成事業を実施する場合も基準に沿った運営となるよう、指導・助言を行います。
●学齢期の子どもの成長について、「学校教育」、「児童の健全育成」、「地域ぐるみの活動」、それぞれの視点を切り離すことなく、学校、行政、
青少年育成団体等が相互に連携した複合的な取組を進め、子どもの教育や健全育成を総合的に支援します。

安心して子育てできる環境をつくる
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数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明） 単位

実績

目標

実績

実績

実績

実績

実績

目標

4
成果
指標

目標

6
活動
指標

目標

5
活動
指標

目標

説明
実績

説明

説明

7
活動
指標

目標

妊婦・乳幼児健康診査事業

妊産婦健康診査の費用の一部助成の数
（平成27年度　185,907 件）

思春期の心と身体の健康教育の参加者数

思春期の心と身体の健康教育の参加者数
（平成27年度　6,989 人）

産後ケア事業の利用者数

産後ケア事業の延べ数
（平成27年度　1,067 件）

186,600
以上

9
活動
指標

実績

8
活動
指標

目標

説明

説明
こども文化センターにおける青少年の健全育成事業の利用者数
（平成27年度　1,949,735 人）

子育て支援わくわくプラザ事業の利用者数

午後6時から午後7時までである子育て支援わくわくプラザ事業の利用者数
（平成27年度　142,305 人）

こども文化センターの利用者数 1,884,000
以上

1,914,290

141,000
以上

145,262

上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度 3

１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った

□「こども文化センター」において、子どもの多様な体験や活動を通じた児童
の健全育成を推進するとともに、本市の社会状況の変化や子ども・若者が抱
える課題に対応するため、今後の施設のあり方等を検討します。

■市内58か所の「こども文化センター」（民間児童館を含む）運営をするとともに、多
世代の交流促進に向け、27年度の2か所から6か所へ対象を拡充し「老人いこいの
家」との連携モデル事業を実施しました。また、子ども・若者を取り巻く環境の変化や
地域包括ケアシステムの構築も踏まえながら、「こども文化センター」のサービスの充
実に向けた検討をしました。

□思春期に特有の心や体の特徴、性の問題、感染症、喫煙などをテーマに
小・中・高等学校に赴き、健康教育を実施します。

■保健師等の専門職が、小・中・高等学校に赴き、思春期に特有の心や体の特徴、
性の問題、感染症、喫煙などをテーマに健康教育を実施しました。（参加者数：6,070
人）

□すべての小学生を対象に、学校や地域との連携を図りながら、放課後等に
児童が安全・安心に過ごせる場づくりに向け、放課後児童健全育成事業と放
課後子供教室を一体的に行う「わくわくプラザ事業」を実施するとともに、子育
て家庭の多様なニーズへの対応や利用者の受益と負担の適正化について
検討を進めます。また、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準
に関する条例」を踏まえて、わくわくプラザや民間事業者が行う放課後健全
育成事業の適切な運営を図ります。

■すべての小学生を対象に、放課後等に児童が安全・安心に過ごせるよう、市内小
学校113校内で「わくわくプラザ事業」を実施しました。
また、市民ニーズへの対応も踏まえながら、「こども文化センター」の今後のあり方と
合わせて、「わくわくプラザ事業」の今後のあり方の検討を進めました。

□乳幼児の健やかな成長発達を支え、保護者が安心して育児ができるよう、
地域の医療機関などと連携しながら一貫した支援を効果的に実施するため、
乳幼児健康診査の実施方法を見直します。また、「母子保健情報システム」
を導入し、未受診者への対応の強化を図ります。

■乳幼児健康診査の実施方法を見直すとともに、地域での産婦人科・小児科等の医
療機関連携を強化しました。また、平成28年4月から「母子保健情報システム」を導入
し、乳幼児健康診査を通じて把握された子育て家庭情報の一元管理により、支援の
必要な家庭の早期発見や支援強化に取り組みました。

H29年度

97.3
以上

□学校でのキャリア在り方生き方教育の推進を支援する担当者研修会や学
校要請訪問研修を実施し、系統的・計画的な取組のための指導体制構築の
支援を図ります。また、保護者用啓発リーフレットを作成・配布し、学校の取
組への理解を図ります。

■平成27年度の推進協力校８校を中心とした実施・検証・周知を基に、平成28年度
は全市立学校で実施を開始しました。また年間3回の担当者説明会・研修会と、65回
の要請訪問研修を行い、キャリア在り方生き方教育についての理解を深めました。ま
た、実践的な要請訪問研修を通じて、学校での推進の体制づくりと全体計画作成を
支援しました。保護者用啓発リーフレットを作成・配布し、学校での取組についての理
解を図るとともに家庭や地域での取組例を紹介しました。

成果
指標

目標

説明
実績

指標分類 目標・実績

1

H28年度

3
成果
指標

目標

2
成果
指標

説明

6,300
以上

179,638

6,300
以上

6,070

説明

乳幼児健診の平均受診率

各年齢（3か月児・1歳6か月児・3歳児）における「（健康診査受診実人数／健
康診査対象人数）×100（％）」の平均値＜毎年度集計＞
（平成27年度　97.0 ％）

子育てが楽しいと思う人の割合

説明
1歳6か月健診時における問診票（対象者1,220人）で、「お子さんと一緒の生活
はいかがですか」という設問に、「楽しい」と「大変だが育児は楽しい」と答えた
人の割合＜毎年度集計＞（平成27年度　97.5 ％）

わくわくプラザの登録率

わくわくプラザ登録者数／対象児童数＜毎年度集計＞
（平成27年度　47.4 ％）

わくわくプラザ利用者（保護者）の満足度※10 点満点

「わくわくプラザを利用している方への調査」（無作為抽出 利用者2,000人）にお
ける各質問項目（10段階）の平均値
＜概ね2年に1回調査予定＞（平成27年度　7.3 点）

97.3
以上

95.2

97.6
以上

97.2

46.8
以上

48.1

-

905
以上

942

905
以上

1,884,000
以上

141,000
以上

％

％

％

点

件

人

件

人

人

97.6
以上

47
以上

7.4
以上

186,600
以上
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　関係者が一体となって推進する母子保健の国民運動計画である「健やか親子21（第2次）」が開始しました。（重点課題：育て
にくさを感じる親に寄り添う支援及び妊娠期からの児童虐待防止対策　基盤課題：切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策、
学童期・思春期から成人期に向けた保健対策及び子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり）
　また、母子保健法の改正により、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」が
法定化（平成29年4月1日施行）され平成32年度末までに全国展開を目指すこととされました。

施策の
有効性

施策推進に
あたる効率性

評価項目

施策の
必要性

b

評価の内容

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか a
【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか b
【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか b
【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

b
【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

a．可能性はない
b．可能性はある

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．薄れていない
b．薄れている

評価

子ども・子育て会議からの
意見・評価

今後の
施策推進の
方向性

方向性区分 実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

　妊婦・乳幼児健康診査に関しては、子どもの疾病によって病院で受診がなされる場合や、
出産時の帰省などによって他都市での受診となる場合などから、住民登録者数と比較すると
受診率が100％にならない状況があります。
　子どもの成長、育児等の保健情報について、これまで用紙で行われてきた管理が、平成28
年度からはシステムによるデータ管理となりました。この母子保健情報システムを用い、乳幼
児健康診査を通じた的確な相談支援の充実や、未受診者への対応の強化を引き続き進めて
いきます。
　また、母子健康手帳交付時の丁寧な情報提供・相談支援や、妊産婦健康診査費用の一部
助成や産後ケア事業の実施により、妊娠・出産から育児期までの切れ目のない支援を推進し
ます。また、子どもの成長と発達の総合的な支援の充実のため、小・中・高等学校に対し、思
春期の心と身体の健康教育を引き続き行います。
　さらに、「キャリア在り方生き方教育」を推進するとともに、「こども文化センター」及び、「わく
わくプラザ事業」による地域での活動や、多世代交流、放課後の活動を通した健全育成を進
めていきます。

市民目線の
施策推進

総合的な
評価

　母子保健システムの導入を行い、母子保健情報の一元管理による支援の強化を行いました。また、母子健康手帳交付時
に実施する保健師等専門職との面接や、産前・産後の妊産婦からの電話相談などに応じる産後ケア事業を実施し、安心し
て妊娠・出産できる環境の整備を推進しました。
　さらに、慢性的な疾病を抱える子どもに対して、健全育成の観点から、医療費の自己負担金を一部助成することや、保健
師等の専門職により小・中・高等学校で、思春期の心と身体の健康教育を実施することによって、学齢期・思春期の子どもの
心と体の健やかな成長を図りました。
　また、自立への基盤を育てる取組の推進として、将来の社会的自立に必要な能力や態度を育てる「キャリア在り方生き方
教育」を実践しました。また、「こども文化センター」の運営及び「老人いこいの家」との連携モデル事業実施により、子どもの
多様な体験・活動などを通じた児童の健全育成を推進し、「わくわくプラザ事業」を通じて放課後児童健全育成事業と放課後
子供教室を一体的に行いました。

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

b

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか b

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

①「思春期から妊娠・出産、育児期までの切れ目ない支援」が展開されており、これからも施策を継続するよう望み
ます。
②妊婦・乳幼児健康診査については、未受診者への対応が大きな課題であり、今後「母子保健情報システム」が効
果的に運用され、的確な相談支援の充実や未受診者への対応などが強化されることを望みます。
③将来の社会的自立に必要な能力や態度を育てる「キャリア在り方生き方教育」についても、28年度の全校実施を
皮切りに、家庭や地域とも連携しながら引続き取組を推進するよう望みます。
④わくわくプラザ事業については、利用する子ども自身やその保護者の満足度向上のため、事業の一層の充実に
向けた取組がなされることを期待します。
⑤こども文化センターと老人いこいの家との連携モデル事業により、多世代の交流促進に向けた取組が進められ
たことを評価します。
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１　プランの概要
基本目標Ⅴ　子育てを支援する体制づくり基本目標

目標の
概要

　子育て家庭において、さまざまな要因により増加する児童虐待増加への対応の強化や、保護・支援を必要とする子どもと家庭への支援体制の
充実を図ります。
　また、困難を抱える子どもや若者の自立を支援するために、社会的自立に向けた新たな支援体制の整備を推進します。

●国の「社会的養護の課題と将来像」の考え方をもとに、本市の将来人口推計や社会的養護に関わる現状の課題等を踏まえ、平成２７年度から
平成４１年度を対象期間として策定する「川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針」において本市における社会的養護推進の考え方を示し
ます。本市では、社会的養護が必要な子どもへの支援環境として、「里親・ファミリーホームを3分の1、施設・グループホームを3分の2」とすること
を基本的な方針とします。
●既存の児童養護施設の改築について、新設の児童養護施設と同様に、家庭的な養育環境に配慮（施設の家庭的養護）し、6人程度のグルー
プで生活する「小規模グループケア」に対応した施設とします。
●グループホームは、施設に付随する機能とともに施設と里親の中間形態を持ち、家庭的養護の役割を担うことから、そのあり方について再構
築し、グループホームの拡充に向けた検討を推進します。
●里親制度の拡充にあたって、里親制度の周知だけでなく、担い手の発掘・育成等において効果的な普及・啓発の手法を検討します。
●社会的養護によって養育された子どもが適切に社会的自立を果たすよう、施設・里親における養育の時点から長期的に子どもの自立を支援
するとともに、施設や里親における養育を離れて自立した後も継続的な支援を行えるような総合的な仕組みを構築します。
●区役所保健福祉センター等において、児童扶養手当、保育所入所、母子父子寡婦福祉資金貸付等の受付・相談を通して、ひとり親家庭の支
援ニーズを的確に把握するとともに、必要に応じて、健康や子育て相談等、保健師や社会福祉職等の専門職による総合的な支援を行います。
●母子・父子福祉センターにおいて、ひとり親家庭に特化した支援施策を提供し、自立支援計画策定や家事・子育ての家庭生活支援員の派遣、
講習会の開催等、ひとり親家庭の支援のための総合拠点としての機能のさらなる強化に努めます。
●相談窓口としての区役所保健センター等と専門支援機関としての母子・父子福祉センターとの連携体制のさらなる強化に努めます。さらに、家
庭の状況に応じて、児童相談所、生活自立・仕事相談センター、養育費相談支援センターなど、多様な関係機関との連携を充実します。
●非正規の就労では、低賃金や不安定な雇用条件により自立が困難な場合が多いことから、ひとり親を対象とした正規就労に向けた資格取得
や就業支援講習会を充実します。
●ひとり親家庭の負担を軽減するために、生活支援に関わる講習会や家事・育児に関わる支援員の派遣事業を拡充し、ひとり親が仕事と子育
てを両立できるよう、支援を充実します。
●ひとり親家庭の子どもが、その置かれた環境によって社会的自立が阻害されないよう、学習支援など、子どもが健やかに成長できるよう支援
を検討します。

●市民に身近な相談窓口としての区役所保健福祉センター等の役割、地域で子どもと家庭を支える民間事業者の役割、民間事業者も含めた関
係機関の機関支援と地域の拠点となる地域療育センターの役割、本市の障害支援に関わる事業を支える高度専門支援機関の役割など、それ
ぞれの機関における役割、専門性などを再度精査し、総合的な相談支援体制の構築を図ります。
●地域の民間事業者を拡充し、身近な地域において、丁寧な相談支援を踏まえた支援利用計画の作成を推進するとともに、地域療育センター
においては、専門的機関としての相談支援及び地域支援を実施できるよう検討を進めます。
●地域療育センターの発達相談支援機能の強化に合わせて、発達相談支援体制の充実に向けた発達相談支援センターの役割や体制の見直
しを行い、関係機関とのネットワーク構築とコーディネート及び各種研修の実施や普及啓発活動を行います。
●障害児入所施設の安定した運営を推進するとともに、障害児・者サービスの連携を強化し、障害児入所施設から障害者入所施設への円滑な
移行を促進します。
●短期入所のニーズの増加により、2か所の障害児入所施設だけでの実施では不足しており、障害者支援施策と連携し事業の充実に努めま
す。
●特別支援教育推進計画に基づき、発達障害を含め、障害のある子どもの一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育のさらなる充実に
向けた取組を推進します。
●地域における放課後や夏休み等の支援として、放課後等デイサービス事業を拡充します。
●現行の「青少年プラン（改訂版）」の後継計画である「（仮称）川崎市子ども・若者プラン」を平成27年度に策定し、子ども・若者の自立に向けた
施策を体系的に整理し、自立に向けて課題を抱えた子ども・若者に対する政策を総合的に推進します。
●学校、区役所、精神保健福祉センター、若者サポートステーション、地域の関係機関等が連携して、支援が必要であるにも関わらず支援につ
ながらない子ども・若者の把握に努め、相談機関等につなげるとともに、一人ひとりの状況に応じた重層的・横断的支援を行う仕組みづくりを進
めます。
●子ども・若者が自尊感情や自己肯定感を持ちながら社会と関わって成長・自立できる環境を整えるため、地域の中で若者が社会参加できる
場・機会について、地域の団体や企業など多様な主体と連携して創出していきます。
●子ども・若者の貧困の連鎖を防止するため、学習支援等の事業の充実を図ります。

●居所不明児童をはじめ、子育て家庭の情報について的確に把握、支援できるよう母子保健情報等を有効に活用するとともに、児童相談所と区
役所保健福祉センターが円滑に情報共有できる仕組みを構築し、乳幼児期から学齢期までの一貫した支援の充実を図ります。
●虐待対応件数が増加する中、児童相談所が児童福祉法等の法的権限に基づく支援を実施する一方、地域に身近な行政機関である区役所保
健福祉センター等による支援や見守りなど、児童相談所及び区役所保健福祉センター等がそれぞれの役割と専門性に基づき支援を実施しま
す。
●複雑・多様化する支援ニーズに対して多角的かつ総合的な支援を実施するため、中・長期的な視点に立った専門職の育成、組織マネジメント
力の向上を図るなど、児童相談所の専門的支援体制の強化を図ります。

計画期間
における
主な取組の
方向性

●児童家庭支援センターによる支援を充実させるため、市内児童養護施設の建替えに伴い新たに児童家庭支援センターを開設し、在宅で育児
不安を抱えている家庭に対し、地域での見守りや保護者への支援を行います。
●児童虐待を地域において早期発見するため、要保護児童対策地域協議会との連携に併せ、地域見守りネットワークを活用した民間事業者と
の協働による地域における支え合いの仕組みを推進します。
●行政をはじめ民生委員児童委員・主任児童委員、社会福祉協議会等関係団体との協働による広報・啓発活動を充実させ、児童虐待に対する
市民の理解を促し、社会全体で児童虐待の発生予防に取り組むための市民意識の向上を図ります。

●多様化かつ複雑化するＤＶ被害事案を踏まえ、関係機関が相互に連携するための仕組みの構築、関係者の研修の企画・実施など、ＤＶ施策
を総合的に推進するための体制を整備し、相談・支援の専門性の確保と向上に向けた取組を進めます。
●被害者が「どこに相談してよいかわからなかった」ために相談できず被害が深刻化してしまうということがないよう、ＤＶ被害にかかわる総合相
談窓口の機能を整備し、広く周知していきます。
●ＤＶは児童虐待と密接に関係しているため、児童相談所をはじめ、子どもに対応する関係機関は連携を一層密にし、被害者の状況と子どもの
状況について十分把握し、子どもの心のケアなど、継続的な支援を行います。
●被害者の自立に向けて、民間団体との連携をさらに強化するとともに、住居の確保に向けた支援、就労の支援、生活保護・健康保険・児童手
当など各種制度の円滑な手続きに関わる支援などを行います。
●暴力防止への理解を広く市民に促すためには、さまざまな機会をとらえて幅広い普及啓発を行うとともに、家庭や地域、学校において命の大
切さや人を思いやる心を養う教育を行い、お互いを尊重しＤＶを許さない社会づくりを進めていくことが重要です。
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２　主な取組の実施結果

□保護者の病気や出産、育児疲れなどにより一時的に子育てが困難となっ
た場合に、乳児院、児童養護施設において子どもを預かる子育て短期支援
事業を実施します。

■保護者の病気や出産、育児疲れなどにより一時的に子育てが困難となった場合に
子どもを預かる子育て短期支援事業を、児童養護施設２か所（中原区、宮前区）の建
替に合わせて新たに開始しました。

□就業に必要な資格や技能の習得を支援するため、「教育訓練給付金事
業」及び「高等職業訓練促進給付金等事業」を実施します。

■就業による自立に向けて教育訓練を受講するひとり親に教育訓練給付金の支給
（支給件数6件）を、また、養成機関での修業中の生活の負担軽減のため、高等職業
訓練給付金の支給（新規認定数16件）を行いました。また、平成28年度から、高等学
校卒業程度認定試験合格支援事業に加えて、高等職業訓練促進給付金を活用した
資格取得の促進に向けて、入学準備金及び就職準備金を貸し付ける高等職業訓練
促進資金貸付事業を新たに開始しました。

□障害を持つ子どもに対する総合的な支援体制を構築し、ライフステージご
との、一貫した支援を実施するため、関係者・関係機関の連携の充実、ネット
ワークの構築に取り組みます。また、中核的に子どもの支援を担う相談支援
事業所、地域療育センター、発達相談支援事業所の支援体制強化を図りま
す。

■区役所、児童相談所、地域療育センター、教育委員会、母子保健担当等の関係部
署と相談窓口の明確化を目的として発達障害児検討ワーキングを実施しました。
相談支援事業所は45か所から48か所に増加しました。また、発達相談支援センター
の相談件数が増加しており、地域の事業所等の困難ケースの対応等のバックアップ
が発揮されていないことから、支援・助言等を行う発達障害者地域支援マネージャー
を１名配置（計２名）しました。

今年度の主な取組内容 主な取組内容の実績や効果

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

改革項目 課題名

取組2-(13)　市民サービス等の再構築 28　ひとり親家庭の自立に向けた支援の検討

□ひとり親が自立した生活を送れるよう、就業相談員による就業相談や就業
情報の提供、職業紹介まで、一貫した就業支援サービスを提供します。また
ひとり親家庭の児童にもその対象を拡充します。

■就業による自立のために、専門の相談員が職業適性や就業経験に応じ、履歴書
等の書き方、面接の受け方などを助言し、ハローワークとの連携による求人情報の
提供、職業紹介まで一貫した就業支援として母子家庭等就業・自立支援センター事
業を実施しました。また、ひとり親に加えてその児童も就業相談の対象としました。

□平成27年3月に策定した「川崎市社会的養護の推進に向けた基本方針」に
基づく取組を推進するとともに、既存児童養護施設の改築に合わせ「小規模
グループケア」を実施します。また、心理的困難や苦しみを抱え、生き辛さを
感じる子どもたちに治療を行う情緒障害児短期治療施設「川崎こども心理ケ
アセンター」における児童への支援を行います。

■既存の児童養護施設である「川崎愛児園」（宮前区）と「新日本学園」（中原区）の
改築を行い、6人程度のグループで生活する「小規模グループケア」の導入を実施し
ました。また、心理的困難や苦しみを抱え、生き辛さを感じる子どもたちに治療を行う
情緒障害児短期治療施設「川崎こども心理ケアセンター」において支援を行いまし
た。

□里親制度の充実に向け、里親支援機関と連携した制度の周知のＰＲ活動
を強化するとともに、里親技術向上のための研修会等の実施や訪問・面接・
電話等による里親への相談援助を実施します。

■里親支援機関と連携した制度の普及啓発や、里親の登録に向けた各種研修や里
親になった後の養育技術の向上のため研修などを実施するとともに、児童養護施設
等に入所している子どもを、夏冬休み等に数日間家庭で養育する「ふるさと里親事
業」を実施しました。（登録者数：63人）

□ひとり親家庭の自立に向けて、自立支援プログラムの策定や家庭生活支
援員の派遣、各種講習会の開催など「母子・父子福祉センター」におけるひと
り親家庭への支援機能の強化を図るとともに、ひとり親家庭向けの施策や事
業に関する情報の周知・提供を進め、活用を促進します。

■母子・父子福祉センターサン・ライヴにおいて、ひとり親家庭の自立に向けて家庭
の状況、職業適性、就業経験等の個別の事情を踏まえながら一貫した就業支援を実
施するために、57件の自立支援プログラム策定を行い、資格等取得や就職に向けた
継続的な支援を行いました。また、市ホームページやリーフレット等により支援施策を
周知するとともに、平成28年6月から新たにメールマガジンの配信を始め、定期号を
毎月1回、特別号を年3回配信しました。生活・就業支援講座を年間 211回開催し、延
べ2,227人が参加しました。（前年比　延べ341人増）

□障害のある子どもや発達に心配のある子どもの地域における生活の充実
に向けて、「地域療育センター」において各種サービスの利用支援を行うとと
もに、家庭や保育所・幼稚園、学校等の関係機関に対する療育機能の充実
に取り組みます。

■地域療育センター共通の取組として、待機期間の短縮や相談実績の増加を目的
に、専門職員配置の見直し、予約管理の徹底等を実施しました。また、併行通園児童
の支援のため、地域の保育所等関係機関との連携を密に行いました。各地域療育セ
ンター個別の取組として、訪問による療育、重症心身障害児を対象とした訪問リハビ
リの実施、高等学校との合築施設を活用した相互交流、月2回の土曜日の開所・通園
時間の延長、学齢期相談の拡充等を実施しました。

□障害児・者とその家族の在宅生活の支援や将来の自立生活に向けた経験
を蓄積するため、障害者支援施策と連携しながら、短期入所サービスの充実
に努めます。

■障害のある子どもに対し、介護を行う方の疾病などにより一時的に家庭の介護が
困難な場合に、短期間、障害児施設等において宿泊を伴う介護等の支援を行う「短
期入所サービス」を実施しました。（事業者数：9か所）

関連する
総合計画
の政策体系

基本政策(1層) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

政策(2層) 安心して子育てできる環境をつくる

施策(3層) 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり

直接目標 子どもが安心して育つしくみをつくる

１　社会的養護が必要な子どもへの支援の充実
（１）家庭に近い養育環境の推進と専門的支援の充実
（２）里親制度（家庭養護）の推進

２　ひとり親家庭への支援の充実
（１）相談・支援体制の充実
（２）家庭の生活を支援する取組の推進
（３）自立に向けた子どもへの支援の充実

３　障害のある子どもと家庭への支援の充実
（１）相談・支援体制の充実
（２）障害児の医療・福祉サービスの提供
（３）学校における特別支援教育の充実

４　自立に向けて課題を抱える子ども・若者への支援の充実
（１）課題を抱える子ども・若者対策の総合的な推進

５　児童虐待対策の推進
（１）児童虐待防止対策の推進

６　ＤＶ防止・被害者支援の推進
（１）ＤＶ被害者の支援体制の充実とＤＶ防止への取組

施策の方向と
推進項目

□地域の関係機関等が連携し、支援が必要な子ども・若者を相談機関等に
つなげるようなしくみづくりを進めるとともに、地域の中で、子ども・若者が社
会参加できる場・機会の創出に向けて多様な主体と連携した取組を推進しま
す。

■「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、本市が目指す子ども・若者育成支援の
基本理念及び基本的な方向性を示す「子ども・若者ビジョン」に基づく取組を進めると
ともに、「川崎市子ども・若者生活調査」を実施しました。
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16
以上

18
以上

19
以上

19
以上

16

単位

人

36
以上 ％

3
以上 回

62
以上

64
以上 人

H28年度

117

133

3
以上

5

H29年度

118
以上

63

数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明）

里親の登録者数

福祉行政報告例における里親登録者数の実績値
＜毎年度集計＞（平成27年度　116 人）

地域で子どもを見守る体制づくりが進んでいると思う人の割合

要保護児童対策地域協議会（市代表者会議、区代表者部会、個別支援会議）関係者ア
ンケート調査（1,423 人）のうち、子どもが安心して地域で暮らせるように、地域における
関係機関との連携が進んでいる（とても進んでいる＋進んでいる）と思う人の割合＜概
ね2年に1回調査予定＞（平成27年度　30.8 ％）

里親養育体験発表会等の開催回数

里親養育体験発表会及び制度説明会の開催数
（平成27年度　3 回）

「ふるさと里親」登録者数

児童養護施設等に入所している児童がふるさと里親に短期間宿泊し、家庭的
雰囲気を体験することができるふるさと里親事業の登録者数
（平成27年度　61 人）

指標分類 目標・実績

□被害者の自立支援に向けて、民間団体等との連携を充実します。また暴
力防止への理解を広く市民に促すため、ＤＶ防止の意識啓発、各種ＤＶ関連
講座やセミナー等を開催するなどＤＶを許さない社会づくりを進めるとともに、
子どもが暴力や権利侵害から身を守る方法を身につける参加型学習や教職
員研修を実施します。

■神奈川県及び３政令市で定期的な連絡会を開催しました。また民間団体を含めた
関係機関による会議を開催し、市内民間団体に対する支援を行いました。ＤＶやデー
トＤＶ防止に向け、「成人の日を祝うつどい」パンフレットへの啓発広告の掲載や、関
係機関等と連携した市立高校、専門学校、大学に対するデートＤＶ予防啓発ワーク
ショップを実施するなど、広く市民への啓発を進めました（ワークショップ計７回、参加
者数433人）。また、教職員を対象とした研修を通じて、暴力は許されないといった意
識を深めました。

□ＤＶ相談・支援の専門性の向上のため、相談・支援に携わる行政職員等に
対する研修会等を開催します。またDV相談支援センターを開設し、相談・支
援の充実を図ります。

1
成果
指標

目標

説明
実績

3

活動
指標

目標

実績

7
活動
指標

目標

高等職業訓練促進給付金の新規認定数

ひとり親家庭への資格取得支援である高等職業訓練促進給付金の新規認定
数（平成27年度　13 件）

指定障害児相談支援事業所数

障害児支援利用計画の策定を行う指定障害児相談支援事業所数
（平成27年度　42 か所）

児童虐待防止の普及活動実施回数

民生委員児童委員・主任児童委員等関係機関と連携した児童虐待防止普及
啓発活動の数（平成27年度　14 回）

説明
実績

上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度

2
成果
指標

目標

6
活動
指標

目標

実績
説明

目標

5

4
活動
指標

目標

説明

21

回

件

43 45

3
１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った

説明
実績

活動
指標

説明

実績

説明
実績

か所

48

■区役所保健福祉センターを中心に、ＤＶの被害状況や子どもの状況把握に努める
とともに、被害者の自立に向け住居確保支援や各種制度手続き支援などを実施しま
した。また、相談・支援の専門性向上のため、行政職員等に対する研修会等を実施し
ました。　(研修会８回、参加者数217人）

□要保護児童対策地域協議会における要保護児童等へのきめ細やかな情
報共有と個別支援の充実を図るとともに、地域の関係機関との協働による
「地域見守りネットワーク」事業を推進します。

■各区の「要保護児童対策地域協議会」において、要保護児童等の早期発見やその
適切な支援に向け、子どもに関する関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する
従事者等が、要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、連携した対応に努めま
した。（開催回数：425回）

□区役所や児童相談所と連携しながら、地域における身近な相談支援機関
として、地域の子どもやその家庭への支援を行う児童家庭支援センターを拡
充します。

■区役所や児童相談所と連携し地域において子どもやその家庭への支援を行う児童
家庭支援センターを、児童養護施設２か所（中原区、宮前区）の建替に合わせて新た
に開設し、既存の４箇所と併せて６箇所となりました。
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか b

子ども・子育て会議からの
意見・評価

今後の
施策推進の
方向性

方向性区分 実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

　家庭的な生活環境での社会的養護を進めるため、６人程度のグループで生活する「小規模
グループケア」を導入する児童養護施設の運営支援や、里親支援機関と連携し、制度の普及
啓発や里親の登録に向けた研修、養育技術向上のための研修などを実施し、里親制度の充
実を図っていきます。
　また、ひとり親家庭に対する自立に向けた各種相談、生活・就労の支援などの取組を進め
るとともに、必要な情報が届くよう、引続き施策の周知強化に取り組みます。
　障害のある子どもや発達に心配のある子どもへの支援など、子ども・子育て家庭の個別状
況に配慮した支援を推進していきます。
　さらに、各区の地域みまもり支援センターや児童相談所等の関係機関、地域団体等が連携
し、要保護児童等の早期発見や支援、児童虐待防止の活動に取り組む地域ネットワークを強
化することにより、地域で子どもを見守り支える体制づくりを進めていきます。
　また、川崎市子ども・若者生活調査の実施結果を踏まえ、子ども・若者育成支援推進法に
基づく取組を進めていきます。

市民目線の
施策推進

総合的な
評価

　家庭における養育が困難で社会的養護を必要とする児童が、より家庭に近い環境で生活できるよう、既存の２つの児童養
護施設の改築による小規模グループケアの導入や、里親登録数の増加を推進し、里親家庭や児童ファミリーグループホー
ムなど、家庭的養護の推進に努めました。また、要保護児童対策地域協議会を各区で開催し、要保護児童等の早期発見や
適切な支援に向け取り組みました。さらに児童家庭支援センターを２ヶ所開設し、子どもや家庭の悩みに対し、区役所や児童
相談所と連携しながら地域で相談支援を行う体制を強化しました。
　ひとり親家庭に対しては、市ホームページやリーフレットに加えメールマガジン開始による情報提供の充実や、母子・父子
福祉センターにおける自立支援プログラム策定事業、日常生活支援事業を実施するとともに、就業による自立に向けた各種
給付金事業や就業相談、職業紹介まで一貫した就業支援サービスを提供しました。
　また、子どもの支援を中核的に担う相談支援事業所を拡充し、地域療育センター及び発達相談支援センターや区役所、児
童相談所等の関係機関が連携し、ネットワークを構築して、ライフステージごとに一貫した、総合的な支援体制の確立に向け
取り組みました。
　また、子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者ビジョン」に沿った取組を進めるとともに、川崎市子ども・若者生
活調査を実施しました。

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

b

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか b

①社会的養護が必要な子どもがより家庭に近い環境で生活できるよう、里親制度の充実や児童養護施設における
小規模グループケアへの対応を進めてきたことは評価でき、今後も継続を望みます。
②ひとり親家庭に対する就業支援など、親の自立支援に向けた取組を進めるとともに、その周知を強化し一定のＰ
Ｒ効果が見られたことを評価します。
③児童家庭支援センター及び子育て短期支援事業２か所の開始により、育児不安を持つ家庭に対する支援が充
実したことや、発達障害児検討ワーキングの実施や発達障害者地域支援マネジャーの増員など、発達障害を持つ
子どもやその家庭への取組が進んだことも評価できます。今後も個別の状況に配慮した福祉的な対応が可能な、
子育て支援体制が強化されることを望みます。
④「川崎市子ども・若者生活調査」の結果が、今後有効に活用されることを期待します。
全体を通して、事業の実績、効果等を把握できる指標である、目標と実績の数値から地道な努力が読み取れます
が、子どもの貧困など課題は多くあると思われるので一層の努力を期待します。また、ひきこもり等の子どもや若者
の社会参加や自立に向けた支援を充実していくことを期待します。

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

b

施策の
有効性

施策推進に
あたる効率性

【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか

評価項目

施策の
必要性

【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

b

評価

a．薄れていない
b．薄れている

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．可能性はない
b．可能性はある

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）に基づき、子供・若者育成支援施策に関する基本的な方針等につい
て定める「子供・若者育成支援推進大綱」が内閣府の子ども・若者育成支援推進本部で決定しました。（平成28年2月9日）。
　児童福祉法等の一部を改正する法律（平成28年法律第63号）により、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待につい
て発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化が図られました。

評価の内容

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか a

b
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１　プランの概要
基本目標Ⅵ　子どもと子育てにやさしいまちづくり

２　主な取組の実施結果

□行政、青少年関係団体、民間企業等で構成される「川崎市青少年の健全
な育成環境推進協議会」により、ＰＴＡ等が主体となって地域で実施している
「こども１１０番」事業を支援することで、子どもを地域で見守る体制づくりを推
進するとともに、青少年の健やかな成長にふさわしい育成環境の実現に向
け、啓発活動等を行い、市民意識の醸成を図ります。

□１歳から９歳までの死亡原因として「不慮の事故」が多い中、家庭における
乳幼児の事故の未然防止に向け、事故防止の認識を深めることが重要であ
り、保護者や家庭への普及啓発を図ります。

■両親学級や乳幼児健康診査などの機会を通して、家庭における乳幼児の事故の
未然防止に向け、事故事例やその防止法、安全チェック事項、家庭でできる応急手
当などについて、リーフレット等による普及啓発を実施しました。

□学校と警察、児童相談所等が相互理解と緊密な連携を図りながら、児童生
徒の安全対策と非行防止、健全育成を図るため、「川崎市学校警察連絡協
議会」による取組を推進します。児童生徒の安全な生活と健全な成長のため
に、各学校及び教育委員会と警察とが「学校警察連携制度」を活用し、児童
生徒に関する情報を共有しながら相互連携を図り、児童生徒への支援や指
導を行うように努めます。

■子育てに配慮した構造、仕様のマンションを「子育て等あんしんマンション」として認
定しました。新規認定1件（417戸）、再認定1件（361戸）。

■「川崎市青少年の健全な育成環境推進協議会」により、地域が実施している「こど
も１１０番」事業に対し、ステッカーの提供や小学校１～３年生全員への啓発チラシの
配布、協力施設の保険料負担等の支援を行うとともに、各区で情報交換会を実施し
ました。また、7月、11月の強調月間では、川崎フロンパークやＪＲ武蔵溝ノ口駅ペデ
ストリアンデッキにおいてキャンペーン活動を実施しました。

■児童生徒の安全対策と非行防止、健全育成を図るため、「川崎市学校警察連絡協
議会」において、少年非行等に関する情報の収集と交換、防止対策の研究と活動、
児童生徒の校外生徒指導についての研修等に取り組みました。児童生徒を「犯罪被
害から守ること」や「非行防止」、「非行からの立ち直り支援」のために「学校警察連携
制度」を運用し、情報連携を図りながら児童生徒への支援や指導を実施しました。

□交通安全運動や交通安全教育等を通じて、交通安全についての広報・啓
発活動を行い、市民総ぐるみによる交通事故のない安全な地域づくりを進め
るため、幼児、小・中・高校生への交通安全教室を実施するとともに、児童の
登下校時の安全確保に向けた通学路の安全対策を実施します。

■各種団体等で構成する「交通安全対策協議会」を中心とした交通安全運動を実施
するとともに、幼児、小・中・高校生への交通安全教室の実施や児童の登下校時の
安全確保のための「スクールゾーン路面表示」や「電柱巻付表示」を設置しました。交
通安全イベント等を開催し、児童の交通安全意識の高揚を図りました。

基本目標

目標の
概要

　子どもを安心して生み育てるための良好で快適な住環境の確保や、安心して外出できる道路・交通等の都市環境の整備などを進めるととも
に、子どもの活動範囲における交通安全対策、日常生活における事故対策や食の安全の確保に関する啓発などの活動を促進します。
　また、家庭や地域が子どもを見守ることによって、子どもを犯罪から守り、安全・安心なまちづくりを進めます。

計画期間
における
主な取組の
方向性

●子育て世帯の居住環境の向上に向け、良質なファミリー向け賃貸住宅の普及や、住居内における健康上の危害の発生予防や快適で安全な
居住環境を確保するための情報提供・啓発・相談の実施を推進します。
●安全で快適な公共空間の整備に向け、妊婦や子ども連れが安心して外出できるよう、歩行空間のバリアフリー化を促進します。
●安心・安全な公園・緑地の整備に向け、子どもたちの自然的環境における遊びや体験の場としても活用できるよう、自然的環境を活かした公
園や緑地づくりを促進します。
●子どもの安全を確保するため、交通安全教育や啓発活動を充実し、自動車乗車時のシートベルト・チャイルドシートの着用の徹底と自転車乗
車時の幼児用座席におけるシートベルト・ヘルメットの着用の徹底など交通安全対策を推進します。
●妊娠期から乳幼児の事故防止に対する意識の向上を図り、家庭における乳幼児の事故の未然防止に向けた取組を行います。
●食中毒防止の周知・啓発、食品中の放射性物質の検査など、子どもの食の安全の確保に向けた取組を行います。
●「こども１１０番」については、今後も区ごとに各小学校こども１１０番実施委員会等との情報交換会を実施し、子どもを取り巻く危険等について
情報共有を進めます。
●地域の中で子どもを見守り健全育成を進める「川崎市青少年指導員連絡協議会」への支援を行うことにより、子どもを温かく見守り育てる地域
づくりを進めます。
●「川崎市青少年の健全な育成環境推進協議会」を構成している行政、関係機関・団体、学校、民間企業等が連携して、「こども１１０番」への支
援、非行防止、薬物乱用の危険性に対する啓発など青少年を犯罪等から守る取組を進めていきます。
●インターネットやスマートフォンの利用については、ネットに接続できる端末やネット上のコミュニケーションツールの多様化に対応していくた
め、引き続き九都県市、四県市と連携して、保護者に対し、家庭内での利用のルールを決めることやフィルタリングの必要性について啓発を行い
ます。
●青少年の安易な危険ドラッグ服用を未然に防止するため、毎年７月の青少年非行防止月間や１１月の子ども・若者支援月間などにおいて、薬
物乱用の危険性について周知していきます。
●「川崎市学校警察連絡協議会」については、今後も、関係機関と連携して児童生徒の安全と健全育成を図っていきます。

子どもがすこやかに成長できるしくみをつくる

行財政改革に関する計画上
で関連する主な課題名

改革項目 課題名

施策の方向と
推進項目

関連する
総合計画
の政策体系

基本政策(1層) 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

政策(2層)

子どものすこやかな成長の促進

直接目標

１　子育てに配慮した生活環境の推進
（１）子育てに配慮した住宅の普及促進
（２）安全・安心なまちづくりの推進
（３）安全・安心な公園・緑地の整備
（４）交通安全対策の推進
（５）子どもの事故の未然防止の推進
（６）食の安全の確保

２　子どもを犯罪から守り犯罪を防止する活動の推進
（１）子どもの非行防止や犯罪から守る活動の推進

今年度の主な取組内容

安心して子育てできる環境をつくる

施策(3層)

主な取組内容の実績や効果

□子育て世帯等が安心して暮らすことができる居住環境を整え、住民間のコ
ミュニティの醸成を図るため、子育てに配慮した構造、仕様のマンションを「子
育て等あんしんマンション」として認定します。

□子どもを連れた親子から高齢者まで誰もが暮らしやすいまちづくりに向け
て、公共機関や歩行空間などのバリアフリー化を進めるため、バリアフリー基
本構想の改定を行い、事業者等にバリアフリー化を働きかけていきます。ま
た、福祉のまちづくり条例等に基づき、公共的施設のバリアフリー化に努めま
す。

■溝口駅周辺地区のバリアフリー基本構想の改定を行い、事業者等にバリアフリー
化を働きかけました。また、福祉のまちづくり条例等に基づき、公共的施設のバリアフ
リー化を促進しました。
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H28年度

説明

実績

目標

実績

説明

説明

2
以上

2
以上

2

件

回／月青少年指導員による地域巡回パトロールの月の巡回回数
（平成27年度　月 2 回）

3
活動
指標

目標

4
活動
指標

実績

上記の取組内容等の実績や成果
を踏まえた達成度 3

１．目標を大きく上回って達成
２．目標を上回って達成
３．概ね目標どおり
４．目標を下回った
５．目標を大きく下回った

活動
指標

目標
5

2
成果
指標

目標

説明
実績

説明
実績

指標分類 目標・実績

1
成果
指標

目標

数値で事業の実績・効果等を把握できる指標　（指標の説明）

交通事故発生件数（神奈川県警察交通年鑑）

各年の「交通年鑑」（神奈川県警察公表） の「市区町村別の発生状況」におけ
る市内の合計値（平成27年度　3,328 件）＜毎年度県による集計＞

誰もが安全・安心に公共的施設※２を利用できると感じる人の割合

市民アンケート回答者のうち、安全・安心に利用できると感じている人（そう思う＋やや
思う）の割合＜毎年度集計＞（平成27年度　49.1 ％）
※２ 公共的施設 ：福祉のまちづくり条例第2 条に定める官公庁施設、医療施設、教育文化施設、公共交通、機関の施
設、宿泊施設、商業施設、共同住宅、事務所、道路、公園等

H29年度 単位

3,216

3,500
以下 件

46.1

49.3
以上 ％

交通安全教室の開催回数

幼児、小・中・高校生や高齢者への交通安全意識の高揚に向けた交通安全教
室の開催数（平成27年度　463 回）

「スクールゾーン路面表示」等の設置件数

児童生徒の登下校時の安全確保のための「スクールゾーン路面表示」や「電
柱巻付表示」の設置数
（平成27年度　設置件数：「路面表示」 69 件「電柱巻付表示」 750 件）

青少年指導員による地域巡回パトロール回数

490
以上

490
以上 回

460
「路面表示」50

以上
「電柱巻付表示」

850

「路面表示」50
 以上

「電柱巻付表示」
750

「路面表示」50
「電柱巻付表示」

822
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３　評　価　

内部評価の結果

４　改　善　

b
【質の向上】
　事業を適正な（過小でも、過大でもない）規模の人員体制・費用で行いながら、市民サービスや市
役所内部（職員・組織）の質の向上を図る余地があるか

b

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

a．可能性はない
b．可能性はある

a．余地はない
b．余地はある
c．既に実施済み

b

aa．薄れていない
b．薄れている

評価

今後の
施策推進の
方向性

方向性区分 実施結果や評価を踏まえた今後の方向性

Ⅰ．現状のまま継続
Ⅱ．改善しながら継続
Ⅲ．推進項目の規模拡大
Ⅳ．推進項目の規模縮小
Ⅴ．推進項目の廃止
Ⅵ．施策を見直し

Ⅱ

　子育てに配慮した住宅の普及や、公共施設や歩行空間などのバリアフリー化を進めること
で、子育てしやすい環境の整備を引き続き進めていきます。
　また、PTA等が主体となり実施している「こども１１０番」活動を支援し、さらに青少年指導員
の活動を推進することで、地域の中で子どもを見守り支える体制づくりを進めます。また、交
通安全への取組についても、年齢・対象にあった取組を実行していきます。
　さらに、児童を犯罪から守り、犯罪を防止するため、「学校警察連携制度」の運用に引き続
き取り組み、情報連携を図りながら児童生徒への支援や指導を実施し、子どもと子育てにや
さしいまちを目指していきます。

市民目線の
施策推進

総合的な
評価

　子育てに配慮した構造、仕様のマンションを「子育て等あんしんマンション」として認定することにより、子育てに適した居住
環境の整備を進め、また、公共機関や歩行空間などのバリアフリー化や、交通安全運動や交通安全教育等を通じて、子育
てに配慮した生活環境の推進を図りました。
　また、PTA等が主体となって地域で実施している「こども110番」活動を支援することで、地域で子どもを見守る体制を強化
し、「川崎市学校警察連絡協議会」により学校と警察、児童相談所等が連携し、少年非行等に関する情報収集と交換を行
い、また、「学校警察連携制度」を運用し、子どもを犯罪被害から守り、非行防止、非行からの立ち直りへの支援を実施しまし
た。

【市民との協働】
　施策や事業の推進にあたり、市民との協働により取組が進められているか

b

【利用者の視点に立った施策の推進】
　施策の推進にあたり、市民・利用者の視点に立った取組が図られているか b

a．進めている
b．徐々に進めている
c．進められていない
　　（可能性がない）

a．図られている
b．徐々に図られている
c．図られていない

①子育てに配慮した生活環境の推進のため、「子育て等あんしんマンション」について、引き続き普及啓発を望み
ます。
②子どもを犯罪から守り、犯罪を防止するために、学校、警察、児童相談所等が連携し情報収集や交換を行い、犯
罪被害防止や非行防止の取組が推進されていくことを望みます。
③「こども１１０番」の運営など、学校や地域、青少年育成団体等が連携し、子どもを犯罪から守る活動を強化して
いくことを望みます。
④交通安全教室や、安全確保のための安全表示の設置など、交通安全に対する取組が引き続き推進されるよう、
年齢・対象にあった内容での実施を期待します。
安全・安心なまちづくりへの取り組みが、今後「子ども会議」等における子ども目線での評価も踏まえ、さらに実効性
の高いものになっていくことを期待します。

b
【事業手法等の見直し】
　事業の成果等を維持しながら、契約方法、仕様の見直しなどによる経費削減や事務手続きの見
直しなどによる事務改善の可能性があるか

子ども・子育て会議からの
意見・評価

施策の
有効性

施策推進に
あたる効率性

【成果】
　活動結果（活動指標等）や成果（成果指標等）から、施策推進が順調に図られているか

施策の
必要性

【市民・利用者のニーズ】
　施策を取り巻く環境の変化等により、市民・利用者のニーズが薄れていないか

【民間の活用】
　民間への事業委託など、実施手法について民間活用によりコストの削減が図られているか

施策を取り巻く社会環境の変化
（国・県・他団体の動向や法改正、規

制緩和など）

　子育て家庭が安心して子どもを生み育てる環境づくりに向けては、住環境や都市環境の整備などを着実に進めるとともに、
子どもの事故の未然防止や交通安全意識の啓発など、子どもと子育てにやさしいまちづくりの推進が求められています。
　また、子どもを犯罪から守り、地域の中で子ども・若者を見守ることができるような、安全・安心して暮らせるまちづくりを推進
することが求められています。

評価項目 評価の内容
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教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の実績 
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（１）教育・保育
【全市域】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

20,975 17,103 2,492 11,209 13,701 51,779
20,975 15,885 1,653 8,482 10,135 46,995

保育所・認定こども園（２・３号） -        14,848 1,653 8,482 10,135 24,983
幼稚園・認定こども園（１号） 3,125 47 -        -         -        3,172
私学助成を受ける幼稚園 17,850 990 -        -         -        18,840

-        -        245 604 849 849
-        1,218 594 2,123 2,717 3,935

20,975 17,103 2,492 11,209 13,701 51,779
21,827 13,974 1,735 8,851 10,586 46,387

保育所・認定こども園（２・３号） -        13,974 1,735 8,851 10,586 24,560
幼稚園・認定こども園（１号） 1,227 0 -        -         -        1,227
私学助成を受ける幼稚園 20,600 0 -        -         -        20,600

-        -        121 341 462 462
-        1,412 624 2,479 3,103 4,515

21,827 15,386 2,480 11,671 14,151 51,364

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

20,043 17,827 2,688 11,909 14,597 52,467
20,043 16,689 1,810 9,129 10,939 47,671

保育所・認定こども園（２・３号） -        15,907 1,810 9,129 10,939 26,846
幼稚園・認定こども園（１号） 6,412 125 -        -         -        6,537
私学助成を受ける幼稚園 13,631 657 -        -         -        14,288

-        -        334 822 1,156 1,156
-        1,138 544 1,958 2,502 3,640

20,043 17,827 2,688 11,909 14,597 52,467
20,853 14,910 1,942 9,486 11,428 47,191

保育所・認定こども園（２・３号） -        14,910 1,942 9,486 11,428 26,338
幼稚園・認定こども園（１号） 1,452 0 -        -         -        1,452
私学助成を受ける幼稚園 19,401 0 -        -         -        19,401

-        -        164 497 661 661
-        1,393 607 2,499 3,106 4,499

20,853 16,303 2,713 12,482 15,195 52,351

認可外保育施設

・保育所の整備、既存施設の定員変更、川崎認定保育園の
認可化等で計１，６３０人の定員増を行った。
・認定こども園への移行で４５人の定員増を行った。

・小規模保育所と家庭的保育の新設、移行で計１６１人の定
員増を行った。
・事業所内保育の新設で計１１人の定員増を行った。

・川崎認定保育園８か所の新規認定と４か所の既存施設の
定員変更で計３０１人の定員増を行った。

・幸区の私学助成幼稚園１園が新たに施設型給付幼稚園
に移行した。
・多摩区の私学助成幼稚園１園が新たに幼稚園型認定こ
ども園に移行した。

量の見込み

平成２８年４月１日

確
保
方
策

３歳以上
計

教育保育施設

内
訳

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

合計

地域型保育事業

保育所・認定こども園（２・３号）

幼稚園・認定こども園（１号）

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業

平成２８年度（内部評価）　平成２８年度の整備拡充

認可外保育施設

認可外保育施設

平成２９年４月１日

計
３歳以上

認可外保育施設

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業

合計

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
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【川崎区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,853 2,381 332 1,377 1,709 6,943
2,853 2,261 246 1,103 1,349 6,463

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,960 246 1,103 1,349 3,309
幼稚園・認定こども園（１号） 399 20 -        -         -        419
私学助成を受ける幼稚園 2,454 281 -        -         -        2,735

-        -        36 90 126 126
-        120 50 184 234 354

2,853 2,381 332 1,377 1,709 6,943
2,773 1,871 239 1,136 1,375 6,019

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,871 239 1,136 1,375 3,246
幼稚園・認定こども園（１号） 177 0 -        -         -        177
私学助成を受ける幼稚園 2,596 0 -        -         -        2,596

-        -        22 72 94 94
-        191 34 233 267 458

2,773 2,062 295 1,441 1,736 6,571

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,741 2,434 353 1,427 1,780 6,955
2,741 2,315 266 1,150 1,416 6,472

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,058 266 1,150 1,416 3,474
幼稚園・認定こども園（１号） 978 40 -        -         -        1,018
私学助成を受ける幼稚園 1,763 217 -        -         -        1,980

-        -        48 117 165 165
-        119 39 160 199 318

2,741 2,434 353 1,427 1,780 6,955
2,901 2,000 262 1,229 1,491 6,392

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,000 262 1,229 1,491 3,491
幼稚園・認定こども園（１号） 176 0 -        -         -        176
私学助成を受ける幼稚園 2,725 0 -        -         -        2,725

-        -        28 99 127 127
-        182 37 219 256 438

2,901 2,182 327 1,547 1,874 6,957

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所３か所の整備、既存施設の定員変更１か所、小規模
保育事業C型からの認可化１か所で計２２０人の定員増を
行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業
・小規模保育所１か所の新設と家庭的保育１か所の新設、
川崎認定保育園から小規模への移行１か所で計２９人の定
員増を行った。

認可外保育施設

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

合計
認可外保育施設

認可外保育施設

平成２９年４月１日

計
３歳以上

認可外保育施設

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業

合計

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
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【幸区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,425 2,100 275 1,255 1,530 6,055
2,425 2,007 199 967 1,166 5,598

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,878 199 967 1,166 3,044
幼稚園・認定こども園（１号） 0 0 -        -         -        0
私学助成を受ける幼稚園 2,425 129 -        -         -        2,554

-        -        27 74 101 101
-        93 49 214 263 356

2,425 2,100 275 1,255 1,530 6,055
2,507 1,768 233 1,136 1,369 5,644

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,768 233 1,136 1,369 3,137
幼稚園・認定こども園（１号） 40 0 -        -         -        40
私学助成を受ける幼稚園 2,467 0 -        -         -        2,467

-        -        14 36 50 50
-        108 60 260 320 428

2,507 1,876 307 1,432 1,739 6,122

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,271 2,196 304 1,339 1,643 6,110
2,271 2,106 214 1,039 1,253 5,630

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,068 214 1,039 1,253 3,321
幼稚園・認定こども園（１号） 1,073 33 -        -         -        1,106
私学助成を受ける幼稚園 1,198 5 -        -         -        1,203

-        -        47 117 164 164
-        90 43 183 226 316

2,271 2,196 304 1,339 1,643 6,110
2,914 1,927 271 1,242 1,513 6,354

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,927 271 1,242 1,513 3,440
幼稚園・認定こども園（１号） 100 0 -        -         -        100
私学助成を受ける幼稚園 2,814 0 -        -         -        2,814

-        -        20 79 99 99
-        105 65 231 296 401

2,914 2,032 356 1,552 1,908 6,854

・保育所６か所の整備、川崎認定保育園からの認可化１か
所で計２８０人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業
・小規模保育所２か所の新設と既存施設の定員変更で計４
５人の定員増を行った。

認可外保育施設
・川崎認定保育園１か所の既存施設の定員変更で９人の定
員増を行った。

・幸区の私学助成幼稚園１園が新たに施設型給付幼稚園
に移行した。

保育所・認定こども園（２・３号）

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

地域型保育事業
認可外保育施設

認可外保育施設

平成２９年４月１日

計
３歳以上

認可外保育施設

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業

合計

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
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【中原区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,276 3,583 551 2,572 3,123 9,982
3,276 3,143 319 1,859 2,178 8,597

保育所・認定こども園（２・３号） -        3,059 319     1,859   2,178 5,237
幼稚園・認定こども園（１号） 90 0 -        -         -        90
私学助成を受ける幼稚園 3,186 84 -        -         -        3,270

-        -        40 103 143 143
-        440 192 610 802 1,242

3,276 3,583 551 2,572 3,123 9,982
3,602 2,649 315 1,784 2,099 8,350

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,649 315 1,784 2,099 4,748
幼稚園・認定こども園（１号） 176 0 -        -         -        176
私学助成を受ける幼稚園 3,426 0 -        -         -        3,426

-        -        21 43 64 64
-        413 202 697 899 1,312

3,602 3,062 538 2,524 3,062 9,726

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,081 3,758 592 2,713 3,305 10,144
3,081 3,387 372 2,064 2,436 8,904

保育所・認定こども園（２・３号） -        3,313 372     2,064   2,436 5,749
幼稚園・認定こども園（１号） 90 0 -        -         -        90
私学助成を受ける幼稚園 2,991 74 -        -         -        3,065

-        -        55 132 187 187
-        371 165 517 682 1,053

3,081 3,758 592 2,713 3,305 10,144
3,036 2,864 372 1,879 2,251 8,151

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,864 372 1,879 2,251 5,115
幼稚園・認定こども園（１号） 159 0 -        -         -        159
私学助成を受ける幼稚園 2,877 0 -        -         -        2,877

-        -        40 82 122 122
-        451 196 709 905 1,356

3,036 3,315 608 2,670 3,278 9,629

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所６か所の整備、既存園の定員変更２か所で計３２５
人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業
・小規模保育所２か所の新設と２か所の移行で計７２人の定
員増を行った。

認可外保育施設
・川崎認定保育園３か所の新規認定で計６５人の定員増を
行った。

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

地域型保育事業
認可外保育施設

認可外保育施設

平成２９年４月１日

計
３歳以上

認可外保育施設

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業

合計

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
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【高津区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,344 2,562 391 1,765 2,156 8,062
3,344 2,433 240 1,295 1,535 7,312

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,246 240 1,295 1,535 3,781
幼稚園・認定こども園（１号） 881 20 -        -         -        901
私学助成を受ける幼稚園 2,463 167 -        -         -        2,630

-        -        44 101 145 145
-        129 107 369 476 605

3,344 2,562 391 1,765 2,156 8,062
3,419 2,294 284 1,462 1,746 7,459

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,294 284 1,462 1,746 4,040
幼稚園・認定こども園（１号） 37 0 -        -         -        37
私学助成を受ける幼稚園 3,382 0 -        -         -        3,382

-        -        11 31 42 42
-        203 115 437 552 755

3,419 2,497 410 1,930 2,340 8,256

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,228 2,720 429 1,956 2,385 8,333
3,228 2,589 257 1,434 1,691 7,508

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,487 257 1,434 1,691 4,178
幼稚園・認定こども園（１号） 1,984 45 -        -         -        2,029
私学助成を受ける幼稚園 1,244 57 -        -         -        1,301

-        -        62 146 208 208
-        131 110 376 486 617

3,228 2,720 429 1,956 2,385 8,333
3,606 2,387 296 1,517 1,813 7,806

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,387 296 1,517 1,813 4,200
幼稚園・認定こども園（１号） 31 0 -        -         -        31
私学助成を受ける幼稚園 3,575 0 -        -         -        3,575

-        -        17 48 65 65
-        180 107 463 570 750

3,606 2,567 420 2,028 2,448 8,621

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

計
３歳以上

認可外保育施設
・川崎認定保育園２か所の新規認定と２か所の既存施設の
定員変更で計１３４人の定員増を行った。

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業 ・小規模保育１か所の新設等で７人の定員増を行った。

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所１か所の整備、既存園の定員変更１か所、民営化に
伴う定員変更１か所、川崎認定保育園の認可化１か所で計
１４０人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

平成２９年４月１日

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

認可外保育施設
地域型保育事業

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み
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【宮前区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,680 2,327 308 1,477 1,785 7,792
3,680 2,235 219 1,153 1,372 7,287

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,106 219 1,153 1,372 3,478
幼稚園・認定こども園（１号） 837 0 -        -         -        837
私学助成を受ける幼稚園 2,843 129 -        -         -        2,972

-        -        48 111 159 159
-        92 41 213 254 346

3,680 2,327 308 1,477 1,785 7,792
3,994 2,139 272 1,320 1,592 7,725

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,139 272 1,320 1,592 3,731
幼稚園・認定こども園（１号） 306 0 -        -         -        306
私学助成を受ける幼稚園 3,688 0 -        -         -        3,688

-        -        21 63 84 84
-        138 80 313 393 531

3,994 2,277 373 1,696 2,069 8,340

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

3,576 2,413 345 1,631 1,976 7,965
3,576 2,319 253 1,286 1,539 7,434

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,201 253 1,286 1,539 3,740
幼稚園・認定こども園（１号） 837 0 -        -         -        837
私学助成を受ける幼稚園 2,739 118 -        -         -        2,857

-        -        57 141 198 198
-        94 35 204 239 333

3,576 2,413 345 1,631 1,976 7,965
3,640 2,262 304 1,450 1,754 7,656

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,262 304 1,450 1,754 4,016
幼稚園・認定こども園（１号） 287 0 -        -         -        287
私学助成を受ける幼稚園 3,353 0 -        -         -        3,353

-        -        18 71 89 89
-        134 69 319 388 522

3,640 2,396 391 1,840 2,231 8,267

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

計
３歳以上

認可外保育施設
・川崎認定保育園１か所の新規認定で４３人の定員増を行っ
た。

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所３か所の整備、既存園の定員変更２か所、川崎認定保育園の認可化２
か所、民営化に伴う定員変更１か所で計２７０人の定員増を行った。
・認定こども園の定員変更で１５人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

合計

地域型保育事業
認可外保育施設

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

平成２９年４月１日

量の見込み

合計

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

地域型保育事業
認可外保育施設

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳
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【多摩区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,475 2,337 369 1,570 1,939 6,751
2,475 2,185 266 1,258 1,524 6,184

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,183 266 1,258 1,524 3,707
幼稚園・認定こども園（１号） 865 0 -        -         -        865
私学助成を受ける幼稚園 1,610 2 -        -         -        1,612

-        -        24 58 82 82
-        152 79 254 333 485

2,475 2,337 369 1,570 1,939 6,751
2,503 1,922 247 1,194 1,441 5,866

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,922 247 1,194 1,441 3,363
幼稚園・認定こども園（１号） 309 0 -        -         -        309
私学助成を受ける幼稚園 2,194 0 -        -         -        2,194

-        -        27 75 102 102
-        95 72 232 304 399

2,503 2,017 346 1,501 1,847 6,367

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,310 2,433 384 1,600 1,984 6,727
2,310 2,294 277 1,280 1,557 6,161

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,294 277 1,280 1,557 3,851
幼稚園・認定こども園（１号） 1,397 0 -        -         -        1,397
私学助成を受ける幼稚園 913 0 -        -         -        913

-        -        33 88 121 121
-        139 74 232 306 445

2,310 2,433 384 1,600 1,984 6,727
2,532 2,063 275 1,304 1,579 6,174

保育所・認定こども園（２・３号） -        2,063 275 1,304 1,579 3,642
幼稚園・認定こども園（１号） 539 0 -        -         -        539
私学助成を受ける幼稚園 1,993 0 -        -         -        1,993

-        -        31 77 108 108
-        94 64 243 307 401

2,532 2,157 370 1,624 1,994 6,683

利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

計
３歳以上

認可外保育施設
・川崎認定保育園２か所の新規認定で計４０人の定員増を
行った。

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所３か所の整備、既存園の定員変更３か所、民営化に
伴う定員変更１か所で計２５５人の定員増を行った。
・認定こども園への移行で３０人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）
・多摩区の私学助成幼稚園１園が新たに幼稚園型認定こ
ども園に移行した。

合計

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

教育保育施設

内
訳

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

平成２９年４月１日

量の見込み

地域型保育事業

合計

合計

認可外保育施設

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

平成２８年４月１日

計
３歳以上

量の見込み

確
保
方
策
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【麻生区】

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,922 1,813 266 1,193 1,459 6,194
2,922 1,621 164 847 1,011 5,554

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,416 164 847 1,011 2,427
幼稚園・認定こども園（１号） 53 7 -        -         -        60
私学助成を受ける幼稚園 2,869 198 -        -         -        3,067

-        -        26 67 93 93
-        192 76 279 355 547

2,922 1,813 266 1,193 1,459 6,194
3,029 1,331 145 819 964 5,324

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,331 145 819 964 2,295
幼稚園・認定こども園（１号） 182 0 -        -         -        182
私学助成を受ける幼稚園 2,847 0 -        -         -        2,847

-        -        5 21 26 26
-        264 61 307 368 632

3,029 1,595 211 1,147 1,358 5,982

１号 ２号 ３号
０歳 １～２歳 計

2,836 1,873 281 1,243 1,524 6,233
2,836 1,679 171 876 1,047 5,562

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,486 171     876     1,047 2,533
幼稚園・認定こども園（１号） 53 7 -        -         -        60
私学助成を受ける幼稚園 2,783 186 -        -         -        2,969

-        -        32 81 113 113
-        194 78 286 364 558

2,836 1,873 281 1,243 1,524 6,233
2,224 1,407 162 865 1,027 4,658

保育所・認定こども園（２・３号） -        1,407 162 865 1,027 2,434
幼稚園・認定こども園（１号） 160 0 -        -         -        160
私学助成を受ける幼稚園 2,064 0 -        -         -        2,064

-        -        10 41 51 51
-        247 69 315 384 631

2,224 1,654 241 1,221 1,462 5,340合計

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

平成２９年４月１日

計
３歳以上

認可外保育施設
・川崎認定保育園１か所の既存施設の定員変更で１０人の
定員増を行った。

私学助成を受ける幼稚園

地域型保育事業 ・小規模保育１か所の新設で計１９人の定員増を行った。

保育所・認定こども園（２・３号）
・保育所２か所の整備、川崎認定保育園の認可化１か所で
計１４０人の定員増を行った。

幼稚園・認定こども園（１号）

平成２８年度（内部評価）平成２８年度の整備拡充

量の見込み

確
保
方
策

教育保育施設

内
訳

合計
利
用
状
況

（
実
績

）

教育保育施設

内
訳

地域型保育事業
認可外保育施設

合計

地域型保育事業
認可外保育施設

平成２８年４月１日

計
３歳以上
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（２）認定こども園・認可保育所
【全市域】

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

※1　横浜市との共同整備による横浜市の定員（30人）を含む。
※2　横浜市との共同整備による尻手すきっぷ保育園の本市の定員（20人）は含まない。

60人

内部
評価

区内2か所において整備を行い、90人分の定員枠
拡大を行った。ほぼ目標値どおりの整備を行った。 実績 90人

70人

10人

≪麻生区≫認可保育所の定員枠の拡大 目標

1,390人

　　250人 ※2

7か所
（3か所）

３か所
（２か所）

190人

220人

認定こども園施設数（うち幼保連携型）

実績

認定こども園は主に幼稚園からの移行を見込んで
いるが、平成２８年度は目標より少ない１園が移行
した。施設数の合計は３園となった。

内部
評価

2か所
（1か所）

目標

250人

内部
評価

２か所
（１か所）

≪宮前区≫認可保育所の定員枠の拡大 目標

内部
評価

区内4か所において整備を行い、205人分の定員枠
拡大を行った。目標値どおりの整備を行った。 実績

1,455人

1,385人

内部
評価

区内2か所において整備を行い、60人分の定員枠
拡大を行った。整備指定地域としていた主要駅近
郊は既成市街地が多く、保育所整備に適した物件
等が希少であったため、目標値を下回った。

実績

目標

≪高津区≫認可保育所の定員枠の拡大

1,295人

目標

70人

内部
評価

区内4か所において整備を行い、245人分の定員枠
拡大を行った。地域の保育需要等を勘案し、目標
値を上回る整備を行った。

実績 245人60人

60人≪多摩区≫認可保育所の定員枠の拡大 目標

認可保育所の定員枠の拡大

実績

≪中原区≫認可保育所の定員枠の拡大

目標

≪川崎区≫認可保育所の定員枠の拡大 目標

≪幸区≫認可保育所の定員枠の拡大 目標

区内6か所において整備を行い、250人分の定員枠
拡大を行った。目標値どおりの整備を行った。

内部
評価

平成28年度の認可保育所の定員枠拡大について
は、市内29か所において新規保育所の開設及び公
立保育所の民営化等を行い、目標値を上回る
1,390人分の定員枠拡大を行った。

実績

区内5か所において整備を行い、220人分の定員枠
拡大を行った。ほぼ目標値どおりの整備を行った。 実績

内部
評価

内部
評価

区内6か所において整備を行い、320人分の定員枠
拡大を行った。ほぼ目標値どおりの整備を行った。 実績

60人

205人

340人

315人

145人

240人

180人

320人

205人

180人

60人

340人

15か所
（7か所）

850人

180人

120人

190人

120人

120人

60人

290人

100人

330人

　  390人 ※1

310人
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（３）地域子ども・子育て支援事業
【全市域】

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

172,545回 168,883回 165,471回

【13,959人】 【13,663人】 【13,387人】

【15,076件】 【14,756件】 【14,458件】

185,907回 179,638回

【15,015人】 【14,722人】

【15,973件】 【15,132件】

妊婦健康診査の延べ受診回数
【参考１　推計出生数】
【参考２　推計妊娠届出数】

確保方策
【参考１】
【参考２】

内部
評価

目標値を上回る実績となった。妊娠届出・母子健康
手帳交付時の妊婦健診の重要性について等の保
健指導の強化、妊娠期・周産期の支援の充実をし
たこと等があげられる。今後も安心・安全に出産を
むかえられるよう保健指導及び支援を充実してい
く。

実績
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

2,278件

1,982件

2,016件

1,353件

1,969件

1,593件

1,642件

13,387件

1,887件

1,651件

2,520件

2,125件

乳幼児家庭全戸訪問件数 確保方策
（目標）

≪幸区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標

≪高津区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標

≪多摩区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標

13,959件 13,663件

内部
評価

目標値をほぼ達成した。出産後の里帰り機関の長期化や、出生時の
入院などにより、訪問の機会を逸する家庭に対して訪問できていない
ことが課題となっている。それらの家庭に対し、電話等による状況把握
を実施しているが、28年4月から稼働した母子保健情報管理システム
の活用により迅速な対応が期待できることからも、今後の子供の健や
かな成長を支えるため、積極的な訪問、状況把握を実施していく。

実績 13,847件 13,299件

≪川崎区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標 1,962件 1,923件

内部
評価

目標値をほぼ達成した。
今後の積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 1,790件 1,602件

1,740件 1,694件

内部
評価

目標値をほぼ達成した。
今後の積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 1,656件 1,533件

≪中原区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標 2,651件 2,584件

内部
評価

対象数の増加に対応しながら、目標値を達成した。
今後も積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 2,772件 2,746件

2,227件 2,174件

内部
評価

対象数の増加に対応しながら、目標値を達成した。
今後も積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 2,201件

≪宮前区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標 2,033件 2,000件

内部
評価

目標値をほぼ達成した。
今後の積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 1,964件

1,620件 1,605件

内部
評価

対象数の増加に対応しながら、目標値を達成した。
今後も積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 1,917件

≪麻生区≫乳幼児家庭全戸訪問件数 目標 1,726件 1,683件

内部
評価

目標値をほぼ達成した。
今後の積極的な訪問、状況把握に努めていく。 実績 1,336件
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

319件 380件 441件

【2か所】 【2か所】 【2か所】

【2か所】 【3か所】 【4か所】

518件 1231件

【2か所】 【2か所】

【2か所】 【3か所】

子育て短期支援事業（ショートステイ）延べ利用人数
【参考１　施設数　乳児院】
【参考２　施設数　児童養護施設】

確保方策
（目標）

内部
評価

①･･･子育て短期支援事業（ショートステイ）につい
て、年間延べ利用日数は合計1,231件と目標値を
大きく上回った。これは子育てに関する不安等を抱
える家庭の増加によること、また、施設の増による
ものである。
②･･･2か所の児童養護施設の改築により1か所は
平成28年度に開始したが、1か所は平成29年度の
開始となった。

実績
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

204件

375件
養育支援訪問事業の訪問件数（専門的相談支援） 確保方策

（目標）
363件 369件

内部
評価

対象者数の増加に対応しながら目標値を達成し
た。今後も複数の課題を抱えるハイリスクな養育家
庭への積極的な訪問、状況把握に努めていく。

実績 306件 386件

養育支援訪問事業の訪問件数（育児・家事援助） 確保方策
（目標）

169件 186件

内部
評価

①･･･養育支援訪問事業（育児・家事援助）につい
て、年間利用人数は合計で135件で前年度を上
回った。一方確保方策に示した数字には達してい
ないが育児・家事援助が必要となる家庭が見込み
より下回ったためである。
②･･･児童虐待通告件数は増加しており、平成29
年度以降も引き続き育児・家事援助が必要となる
家庭に対して適切に利用ができるよう取り組む。

実績 118件 135件
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

6,051件

252件

821件

869件

1,320件

1,069件

1,469件

251件

1,026件

1,354件

1,832件

937件

9,406件

1,241件

1,032件

1,984件

≪川崎区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 1,146件 1,193件

内部
評価

平成28年4月のエンゼル川崎の開所もあり、延
べ736件の利用があった。 実績 736件

病児・病後児保育事業延べ利用人数 確保方策
（目標）

8,329件 8,882件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ6,984件
の利用があった。 実績 6,984件

≪中原区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 1,694件 1,826件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ842件の
利用があった。 実績 842件

≪幸区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 889件 962件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ929件の
利用があった。 実績 929件

≪宮前区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 1,189件 1,237件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ1,361件
の利用があった。 実績 1,361件

≪高津区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 894件 949件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ1,392件
の利用があった。 実績 1,392件

≪麻生区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 825件 906件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ247件の
利用があった。 実績 247件

≪多摩区≫病児・病後児保育事業延べ利用人数 目標 1,692件 1,773件

内部
評価

病児・病後児保育施設において、延べ1,477件
の利用があった。 実績 1,477件
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1か所

1か所

1か所

9か所

3か所

1か所

1か所

1か所

利用者支援事業の実施か所数 確保方策
（目標）

9か所 9か所

内部
評価

各区区役所、大師地区健康福祉ステーション
及び田島地区健康福祉ステーションにおいて、
情報提供や相談、支援を行った。

実績 9か所 9か所

≪川崎区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 3か所 3か所

内部
評価

川崎区役所、大師地区健康福祉ステーション
及び田島地区健康福祉ステーションにおいて、
情報提供や相談、支援を行った。

実績 3か所 3か所

≪幸区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

幸区役所において、情報提供や相談、支援を
行った。 実績 1か所 1か所

≪中原区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

中原区役所において、情報提供や相談、支援
を行った。 実績 1か所 1か所

≪高津区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

高津区役所において、情報提供や相談、支援
を行った。 実績 1か所 1か所

≪宮前区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

宮前区役所において、情報提供や相談、支援
を行った。 実績 1か所 1か所

≪多摩区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

多摩区役所において、情報提供や相談、支援
を行った。 実績 1か所 1か所

≪麻生区≫利用者支援事業の実施か所数 目標 1か所 1か所

内部
評価

麻生区役所において、情報提供や相談、支援
を行った。 実績 1か所 1か所
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1,707人

918人

1,291人

1,148人

2,432人

1,680人

1,555人

10,731人延長保育事業の月間実利用人数 確保方策
（目標）

9,231人 9,807人

内部
評価

延長保育について、保育所296か所と認定こども園
3か所、小規模保育事業所等16か所で事業を実施
し、月間で8,552人の実利用があった。

実績 8,552人8,152人

≪川崎区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 1,084人 1,150人

内部
評価

延長保育について、保育所39か所と小規模保育事
業所等3か所で事業を実施し、月間で992人の実利
用があった。

実績 992人967人

≪幸区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 975人 1,041人

内部
評価

延長保育について、保育所37か所と小規模保育事
業所等2か所で事業を実施し、月間で1,058人の実
利用があった。

実績 1,058人885人

≪中原区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 2,069人 2,270人

内部
評価

延長保育について、保育所64か所と認定こども園1
か所、小規模保育事業所等3か所で事業を実施し、
月間で1,928人の実利用があった。

実績 1,928人1,900人

≪高津区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 1,451人 1,544人

内部
評価

延長保育について、保育所49か所と小規模保育事
業所等1か所で事業を実施し、月間で1,348人の実
利用があった。

実績 1,348人1,309人

≪宮前区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 1,321人 1,451人

内部
評価

延長保育について、保育所41か所と認定こども園1
か所、小規模保育事業所等3か所で事業を実施し、
月間で1,238人の実利用があった。

実績 1,238人1,107人

≪多摩区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 1,324人 1,513人

内部
評価

延長保育について、保育所40か所と認定こども園1
か所、小規模保育事業所等4か所で事業を実施し、
月間で1,254人の実利用があった。

実績 1,254人1,271人

≪麻生区≫延長保育事業の月間実利用人数 目標 775人 838人

内部
評価

延長保育について、保育所26か所で事業を実施
し、月間で734人の実利用があった。 実績 734人721人
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

686人

828人

1,266人

1,100人

887人

752人

6,544人

1,025人

放課後児童健全育成事業の月間実利用人数 確保方策
（目標）

6,109人 6,314人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 5,893人5,630人

≪川崎区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 957人 990人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 896人825人

≪幸区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 747人 782人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 695人698人

≪中原区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 1,179人 1,226人

内部
評価

目標を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
より実際の人数が上回っていたが、月間実利用人数は
平成28年度の目標値を下回った。 実績 1,180人1,088人

≪高津区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 1,026人 1,063人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 941人892人

≪宮前区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 824人 854人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 851人843人

≪多摩区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 731人 739人

内部
評価

目標を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
より実際の人数が上回っていたが、月間実利用人数は
平成28年度の目標値を下回った。 実績 714人650人

≪麻生区≫放課後児童健全育成事業の月間実利用人数
目標 645人 660人

内部
評価

月間実利用人数は平成28年度の目標値を下回った。目
標値を定めるにあたって参考とした在校児童数の推計
に対して、実際の人数が下回っていたことが主な要因と
考えられる。

実績 616人634人
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

45,612人

38,352人

51,348人

31,608人

37,992人

287,016人

44,160人

37,944人

地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数 確保方策
（目標）

297,984人 292,296人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、保護者や子どもの状況
により利用頻度がかわるため計画値と乖離が生じ
たと考えられる。引き続き利用促進に向けて広報を
行いながら事業を推進する。

実績 276,623人274,911人

≪川崎区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 44,892人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、保護者や子どもの状況
により利用頻度がかわるため計画値と乖離が生じ
たと考えられる。引き続き利用促進に向けて広報を
行いながら事業を推進する。

実績 37,728人

45,756人

37,796人

≪幸区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 38,760人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、目標値を超える数値と
なった。引き続き利用促進に向けて広報を行いな
がら事業を推進する。

実績 40,152人

39,624人

37,900人

≪中原区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 46,644人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、保護者や子どもの状況
により利用頻度がかわるため計画値と乖離が生じ
たと考えられる。引き続き利用促進に向けて広報を
行いながら事業を推進する。

実績 41,117人

47,676人

42,269人

≪高津区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 30,204人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、目標値を超える数値と
なった。引き続き利用促進に向けて広報を行いな
がら事業を推進する。

実績 44,894人

40,056人

48,084人

≪宮前区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 52,164人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、目標値を超える数値と
なった。引き続き利用促進に向けて広報を行いな
がら事業を推進する。

実績 54,051人

53,028人

52,460人

≪多摩区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 31,872人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、保護者や子どもの状況
により利用頻度がかわるため計画値と乖離が生じ
たと考えられる。引き続き利用促進に向けて広報を
行いながら事業を推進する。

実績 28,924人

32,256人

28,008人

≪麻生区≫地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数
目標 38,760人

内部
評価

子どもの延べ利用人数は、保護者や子どもの状況
により利用頻度がかわるため計画値と乖離が生じ
たと考えられる。引き続き利用促進に向けて広報を
行いながら事業を推進する。

実績 29,757人

39,588人

28,394人
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

66,606人

27,996人

38,987人

28,917人

247,594人

46,417人

16,928人

21,743人

幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数 確保方策
（目標）

249,904人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 154,073人

252,214人

102,692人

≪川崎区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 46,850人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 18,974人

47,283人

4,115人

≪幸区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 17,086人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 811人

17,244人

471人

≪中原区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 21,946人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 14,774人

22,149人

12,824人

≪高津区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 67,227人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 43,352人

≪宮前区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 28,257人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 25,368人

28,518人

16,093人

67,848人

36,791人

≪多摩区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 39,351人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 20,290人

≪麻生区≫幼稚園における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 29,187人

内部
評価

平成２８年度は、実施要件の見直しや市加算等に
より、事業実施園は昨年度に比して増加した。平成
２９年度は引き続き市加算の充実等を検討し、事業
の利用促進を図る。

実績 30,504人

29,457人

19,914人

39,715人

12,484人
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

16,602人

26,578人

18,580人

15,445人

17,268人

30,163人

17,611人

142,247人

≪麻生区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 17,383人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所8か所で、年間延べ
14,035人の利用が図られた。 実績 14,035人

14,517人

15,285人

≪多摩区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 25,839人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所8か所で、年間延べ
16,710人の利用が図られた。 実績 16,710人

20,686人

19,337人

≪宮前区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 16,172人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所を2か所増設し10か所
で、年間延べ15,453人の利用が図られた。 実績 15,453人

12,875人

12,925人

≪高津区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 20,020人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所を1か所増設し12か所
で、年間延べ19,944人の利用が図られた。 実績 19,944人

17,891人

18,258人

≪中原区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 29,358人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所11か所で、年間延べ
22,950人の利用が図られた。 実績 22,950人

23,811人

22,467人

≪幸区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 16,075人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所を2か所増設し10か所
で、年間延べ13,772人の利用が図られた。 実績 13,772人

13,238人

12,223人

139,871人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所を8か所増設し70か所
で、年間延べ115,746人の利用が図られた。 実績 115,746人

≪川崎区≫保育所における一時預かり事業の延べ利用人数
目標 15,024人

内部
評価

一時預かり事業実施保育所を2か所増設し11か所
で、年間延べ12,882人の利用が図られた。 実績 12,882人

13,067人

12,487人

116,085人

112,982人

保育所における一時預かり事業の延べ利用人数 確保方策
（目標）
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【全市域】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【区別】
目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

目標・実績 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

2,518人
【92人】

1,949人
【66人】

2,037人
【113人】

4,468人
【163人】

2,614人
【105人】

1,567人
【98人】

16,341人
【761人】

1,844人
【124人】

≪麻生区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

1,903人
【63人】

内部
評価

実績値は計画値を下回った。利用実態を適切
に把握しながら、目標に向け、利用促進に繋
がるよう広報活動に努める。

実績
1,516人
【58人】

1,854人
【61人】

1,368人
【56人】

≪多摩区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

2,458人
【91人】

内部
評価

実績値は計画値を下回った。利用実態を適切
に把握しながら、目標に向け、利用促進に繋
がるよう広報活動に努める。

実績
2,128人
【95人】

2,394人
【90人】

2,234人
【100人】

≪宮前区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

1,530人
【96人】

内部
評価

実績値は計画値を下回った。利用実態を適切
に把握しながら、目標に向け、利用促進に繋
がるよう広報活動に努める。

実績
1,222人
【85人】

1,490人
【94人】

2,206人
【91人】

≪高津区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

2,557人
【103人】

内部
評価

実績値は計画値を下回った。利用実態を適切
に把握しながら、目標に向け、利用促進に繋
がるよう広報活動に努める。

実績
1,638人
【95人】

2,497人
【100人】

1,631人
【101人】

≪中原区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

4,362人
【159人】

内部
評価

実績値は計画値を上回り、概ね順調に進んで
いると考え、引き続き事業を推進する。 実績

5,762人
【194人】

4,250人
【154人】

5,536人
【182人】

≪幸区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

1,988人
【109人】

内部
評価

実績値は計画値を下回った。利用実態を適切
に把握しながら、目標に向け、利用促進に繋
がるよう広報活動に努める。

実績
1,642人
【116人】

1,937人
【105人】

1,849人
【115人】

≪川崎区≫ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

目標
【参考】

1,800人
【120人】

内部
評価

昨年度より実績値が大幅に増加した。引き続
き事業を推進する。 実績

1,688人
【132人】

1,753人
【117人】

955人
【131人】

ファミリー・サポート・センター事業延べ利用人数
【参考　子育てヘルパー会員】

確保方策
【参考】

15,952人
【741人】

内部
評価

実績値が計画値を下回ったが、その差は大き
くなく、今後も子育てヘルパー会員数増加に向
け事業を推進していく。

実績
15,596人
【775人】

15,540人
【721人】

15,779人
【776人】
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