
　　　　　　豊島区子どもプラン‐次世代育成支援行動計画（後期計画）-

　　　　　　　　　　　　　　－（平成22年度～平成26年度）の実施結果－

平成27年11月　子ども課



　１．後期計画期間　　　　平成22年度～平成26年度（５か年）

　２．計画事業数　　　　　　140事業【当初計画事業；122事業、追加事業；18事業】

　３．達成率　　　　　　　　　96.4％

　４．取組状況

達成【○】 検討中【△】 未実施【×】 達成【○】 検討中【△】 未実施【×】

【Ⅰ-1子どもの権利保障】 （１）子どもの権利を保障する取組 6 4 2 【Ⅲ-1　保育・幼児教育の充実】 （１）保育施設の充実 8 8

（１）屋外遊び場所の充実 4 4 （２）幼稚園の充実 5 5

（２）子どもの居場所・活動の場の整備 2 2 （３）幼稚園と保育所の連携 2 2
【Ⅲ-2　保育・幼児教育と学校教育
の連携】 （１）幼稚園・保育所と小学校の連携 2 2

【Ⅲ-3　学校教育の充実】 （１）教育内容の充実 5 5

（１）妊産婦の健康確保と出産の支援 4 4 （２）教育環境の整備 7 7

（２）子どもの健康確保のための取組 15 15

【Ⅱ-2　家庭教育の支援】 （１）学習機会・相談支援の充実 6 6

（２）父親の育児参加の促進 2 2 【Ⅳ-1　子どもの安全確保】

（１）子どもを犯罪や交通事故等から守る
ための活動の推進 6 6

【Ⅱ-3　子育て環境の充実】
（１）子育て中の経済支援 2 2

（２）子どもを取り巻く有害環境対策の推進
1 1

（２）子育て支援サービスの充実 9 9
【Ⅳ-2　地域における子育ての支
援】

（１）地域住民との協働による子育て支援
6 6

（３）保育サービスの充実 9 9
（２）家庭・地域・学校が一体となった教育
力の向上 7 7

【Ⅱ-4　子育てを支援する生活住
環境の整備】 （１）子育て期の住環境の整備 3 1 2

（３）地域特性を活かした取組
7 7

（２）子育て世帯にやさしいまちづくりの
推進 2 2

【Ⅳ-3　仕事と生活の調和の実現
のための働き方の見直し】

（１）事業主、労働者、地域住民等への広
報・啓発 2 2

【Ⅱ-5　特に配慮が必要な子どもと
家庭への支援】 （１）障害のある子どもへの支援 7 7 （２）企業・事業所における取組の支援 1 1

（２）ひとり親家庭への支援 3 3

（３）児童虐待防止対策の強化 2 2
（４）不登校・ひきこもりの子どもへの支
援 3 2 1

（５）外国人の子どもへの支援 2 2

0

総　　計 140 135 5 0

＜Ⅳ＞人々の共生と協働により子どもの成長と子育てを地域ぐるみで支援する

【Ⅱ-1　安心して子どもを産むため
の環境づくり】

【Ⅰ-2
　子どもの遊び場･居場所の充実】

0

12
（達成率83.3％）

10 2

30
（達成率100％）

30

0

69
（達成率95.7％）

＜Ⅲ＞楽しく充実した保育施設・教育機関で子どもを育てる

66 3 0＜Ⅱ＞安心して子どもを産み育て、家庭で子育ての喜びを共有できる

　　　　　　　　　　　　§豊島区子どもプラン－次世代育成支援行動計画（後期計画）－実施状況§

計画の体系 事業数 計画の体系 事業数
達成状況 達成状況

029
（達成率100％）

29 0＜Ⅰ＞子どもの権利を尊重し、すべての子どもがいきいきと自分らしく育つ
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5.　事業別取り組み状況

番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

1
「子どもの権利」推進事業
【重点推進】

子ども課

・「子どもの権利に関する条例」のリーフレットを配布
　配布対象者：小学校新入学生保護者、中学校新入
　　　　　　　     生（25､26年度は全校生徒）

○ 7

2
「子どもの権利擁護センター（仮
称）」の設置

子ども課 ・継続検討 △ 115

3
子どもの権利擁護委員相談事業
【重点推進】

子ども課・子
育て支援課

　 相談事業
・東部子供家庭支援センターに権利擁護委員設置
弁護士、臨床心理士各1名配属。（26年度は弁護士2
名）

○ 116

4
「子どもの権利委員会」の設置
【重点推進】

子ども課 ・継続検討 △ 117

5 子ども家庭女性総合相談事業
子育て支援
課

　　相談事業
相談総件数　34,409件（児童、母子、父子、女性、家
庭）

○ 118

6
としま子ども会議の開催
【重点推進】

子ども課 　　「区長とティータイム」年1回開催
・立教大学主催による「区長とティータイム」
　毎年11月に開催

○ 3

7 プレーパーク事業 子ども課
池袋本町プレーパークの開催
総開催日数　725日、参加者数延　24,105人

○ 13

8 公園・児童遊園改修・整備事業
公園緑地
課・施設計
画課

　整備検討、地元協議、基本設計、工事

高田小、千川小、長崎中の跡地活用
　H25長崎中跡地公園開設
　H27年度千川小跡地公園開設
　高田小跡地整備検討

○ 14

9 小学校開放事業 庶務課 　個人開放・施設開放
・個人開放・施設開放の実施
　個人開放利用者数　延638,361人
　団体開放利用者数　延942,626人

○ 15

10 中学校開放事業 庶務課 　個人開放・施設開放
・個人開放・施設開放を実施
　個人開放利用者数　延21,201人
　団体開放利用者数　延306,355人

○ -

11
子どもスキップ運営・開設
【重点推進】

子ども課 　子どもスキップの開設・運営

子どもスキップ20施設（５か年で６施設を新規開設）
スキップ登録児を対象に「放課後子ども教室」を実施
1施設1日平均利用者数72人（22年度）から78.6人（26
年度）に増加

○ 10

12
中高生センター運営・開設
【重点推進】

子ども課 　中高生センターの開設・運営
中高生センタージャンプ2施設（H24.4月ジャンプ長崎
開設）   1施設1日平均利用者数　62人（22年度）から
66.4人（26年度）に増加

○ 11

  　検討

 Ⅰ　子どもの権利を尊重し、すべての子どもがいきいきと自分らしく育つ　　　　　　　　       　　　　　　 　　　　　※達成状況：○【達成】、△【検討中】、×【未実施】

【１－１　子どもの権利保障】

（１）子どもの権利を保障する取組【施策１】

　　リーフレットの配布

　  検討

【１－2　子どもの遊び場・居場所の充実】

（１）屋外遊び場所の充実【施策2】

　池袋本町プレーパークの開催　（H26年11月に場所を移転）

（２）子どもの居場所・活動の場の整備　【施策３】
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

（１）妊産婦の健康確保と出産の支援　　【施策４】

13 母子健康手帳 交付 健康推進課 　母子健康手帳交付
・母子健康手帳交付
　総交付数　13,289件

○ 45

14 妊婦健康診査事業 健康推進課 　妊産婦健康診査

・妊産婦健康診査の実施
　総受診件数1回目12,067件、2～14回目111,352
件、・里帰り等妊婦健康診査総助成件数　2,322
件

○ 46

15 妊婦超音波検査受診票交付 健康推進課 　受診票交付
・妊婦超音波検査受診票交付
　総受診件数　8,776件
（里帰り等超音波検査助成含む）

○ 47

16 妊産婦・乳幼児保健指導事業 健康推進課
・妊産婦・乳幼児保健指導票の交付
　総受診件数　518件（妊婦436件、　産婦40件、
乳幼児42件）

○ 49

（２）子どもの健康確保のための取組　　【施策5】

17 こんにちは赤ちゃん事業
健康推進課
長崎健康相
談所

　新生児訪問 ・赤ちゃん訪問事業　　総訪問件数8,822件 ○ 61

18 乳児健康診査事業
健康推進課
長崎健康相
談所

　乳児健康診査

・乳児健康診査の実施
3～4ヶ月児検診　総受診者数　9,472人
6～7ヶ月児検診　総受診者数　8,201人
9～10ヶ月児検診　総受診者数　7,677人

○ 66

19 １歳６か月児健康診査事業
健康推進課
長崎健康相
談所

　1歳6か月児健康診査

・1歳6か月児健康診査
　総対象者9,067人
　総受診者数：保健所実施分　7,507人、
　　　　　　　　　　委託実施分　7,726人

○ 67

20 ３歳児健康診査事業
健康推進課
長崎健康相
談所

・３歳児健康診査
　総対象者8,304人　総受診者数7,274人

○ 68

21
Hibワクチン接種助成事業
【新規】

健康推進課 　接種助成
総接種助成件数　16,128件
平成25年度からの定期予防接種化に伴い終了

○ 終了

22 乳幼児歯科相談事業
健康推進課
長崎健康相
談所

歯科相談
・歯科相談
　総回数350回　参加者数　延13,615人

○ 69

23 出張健康相談事業
健康推進課
長崎健康相
談所

　出張健康相談
・出張健康相談事業
　総回数317回　参加者数　延8,087人

○ 70

Ⅱ 安心して子どもを産み育て、家庭で子育ての喜びを共有できる

【Ⅱｰ1　安心して子どもを産むための環境づくり】

　保健指導票の交付

　３歳児健康診査
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

24
「早寝、早起き、朝ごはん」推進運動
【重点事業】

健康推進課
長崎健康相談
所、地域保健
課、学務課、
指導課

　普及啓発、区費学校栄養士の配置

・健診や教室を通じての普及啓発
・早起きカレンダーとシールの作成（23,24年度）
・学校給食を通じた健康教育の一環として給食
指導を実施

○ 71

25 休日診療事業 地域保健課 　　休日診療実施

・休日・土曜準夜間診療の実施（休日歯科診療
含む）
  総開設日数（休日361,土曜日準夜248日）
  受診者数　延31,307人　総調剤人数　27,258人

○ 72

26
夜間小児初期救急診療事業
【重点推進】

地域保健課 　夜間救急診療の実施　

・夜間小児初期救急診療（平日午後8時～11時）
急病になった中学生以下が対象
　受診者数　延4,344人

○ 73

追1
子宮頸がん予防ワクチン接種助成
事業

健康推進課 　接種費用の助成

・子宮頸がんを予防するため、3回の接種費用を
全額助成（平成23年度～24年度）
総助成件数5,646件
平成25年度からの定期予防接種化に伴い終了

○ 終了

追2
小児用肺炎球菌ワクチン接種助成
事業

健康推進課 　接種費用の助成

・生後2ヶ月から5歳未満の小児を対象に、4回ま
で接種費用を助成（平成23～24年度）
総助成件数12,676件
平成25年度からの定期予防接種化に伴い終了

○ 終了

追3 おたふくかぜワクチン接種助成 健康推進課 　　接種費用の助成

・1歳から小学校就学前までの小児を対象に、1
回の接種費用を助成（平成24年度～）
1回3000円助成、総助成件数6,430件

○ 74

追4 みずぼうそうワクチン接種助成 健康推進課

・1歳から小学校就学前までの小児を対象に、1
回の接種費用を助成（平成24年度～）
1回3000円助成、総助成件数　5,235件
平成26年10月からの定期予防接種化に伴い終
了

○ 終了

追5
先天性風しん症候群の発生防止の
ための緊急対策

健康推進課 　接種費用等の助成

妊娠を希望する女性や妊娠をしている女性の夫
等に接種費用を全額助成
・26年度からは、風しん抗体検査を実施し、抗体
価の低い方に接種費用の全額助成を実施

○ 75

【Ⅱ-2　家庭教育の支援】

（１）学習機会・相談支援の充実【施策6】

27 母親学級開催事業
健康推進課
長崎健康相
談所

　母親学級開催
・母親学級の開催
総開催数252回、参加者数2,296人（延5,818人）

○ 77

28 両親学級開催事業 健康推進課 　両親学級開催
・両親学級の開催
　総開催数　73回　参加者数　延4,136人

○ 78

接種費用の助成
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

29 母乳相談事業〔母乳教室事業〕
健康推進課
長崎健康相
談所

　母乳教室開催

・母乳教室、卒乳教室開催
　母乳教室　総開催数112回　参加者数　延539
人
　卒乳教室　総開催数74回　参加者数　延549人

○ 79

30 母親学級（子育て期）の開催
子育て支援
課

　育児講座・学習会等開催
・子ども家庭支援センターで育児相談・学習会の
開催
　　総開催数2,133回

○ 80

31
親の子育て力向上支援事業
【重点推進】

子育て支援
課

・ノーバディーズパーフェクト
　　総実施回数　22回　参加者数　延1,310人
・ペアレントトレーニング
　　総実施回数　8回　参加者数　延264人

○ 81

32 家庭教育推進事業
学習・ス
ポーツ課

　家庭教育推進員活動、家庭教育講座の実施

・家庭教育推進員活動　（年10回）
・家庭教育学級　（参加者数　延1,491人）
・家庭教育講座開催（参加者数　延5,509人）

○ 82

（２）父親の育児参加の促進　【施策7】

33 子育て講座の開催
子育て支援
課

　父親対象講座の開催
・講座開催
　　総開催数11回　参加者数　延581人

○ 83

34 お父さんの育児学級
子育て支援
課

・育児学級の開催（年4回）
　　参加者数　延548人

○ 83

【Ⅱ-３　子育て環境の充実】

（１）子育て中の経済支援　【施策8】

35 子どもの医療費助成事業
子育て支援
課

　医療費助成
・中学校3年生までの医療費を助成
　総助成金額3,952,358千円

○ 84

36
私立幼稚園等園児保護者援助事業
（入園時補助を含む）

子育て支援
課

　保育料・入園料援助

・保育料（月額4000円）・入園料（30,000円）援助
　（保育料）交付総額　464,082千円
　（入園料）交付総額　87,307千円

○ 87

（２）子育て支援サービスの充実　　【施策９】

37 産後サポーター事業
子育て支援
課

　産後サポーターの派遣

・産後サポーターの派遣
　総利用件数　266件
（延1,535日、計3,254時間の援助を実施）

○ 96

38 短期特例保育
子育て支援
課
〔保育課〕

 短期特例保育の実施

・緊急に保育を必要とする乳幼児を一時的に受
入れ
　区立・私立認可保育園の欠員のあるクラスに
て実施　延232日間

○ 51

39
一時保育事業
【重点推進】

子育て支援
課
保育課

　一時預かりの実施

・一時預かりの実施
 延利用者数
・東西支援センター　（延23,379人）
・保育園利用者数　　（延18,747人）

○ 52

40 子どもショートステイ事業
子育て支援
課

　ショートステイ事業実施
・ショートステイ事業実施
　総利用件数65件、計141泊

○ 59

　親支援プログラムの実施

　お父さんの育児学級の開催
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

41 ファミリー・サポート・センター事業
子育て支援
課

 ファミリー・サポート・センター事業

・ファミリー・サポート・センター事業
 会員　1,641人（27.3月末）
　総援助活動数　48,421件

○ 60

42
東部・西部子ども家庭支援センター
事業

子育て支援
課

　子ども家庭支援センター事業

・子ども家庭支援センター事業開催
 親子遊び広場・発達専門相談等
 総利用者数　延376,878人
　相談総数　33,070件

○ 95

43
子育て訪問相談事業
【重点推進】【新規】

子育て支援
課

　　訪問相談事業
・家庭訪問相談の実施
　総訪問相談件数　　6,188件

○ 62

44
育児支援ヘルパー事業
【推進】

子育て支援
課

　　育児支援ヘルパーの派遣

・2歳未満の子どもを養育する家庭にヘルパー派
遣
　総訪問相談件数919回、総ヘルパー派遣回数
2,661件、総時間数6,520時間

○ 97

追6 一時保育一体型定期利用保育事業 保育課
定期利用保
育の実施

一時保育一体型定期利用保育の実施
定期利用保育　延414人
一時保育　延177人

○ 53

（３）保育サービスの充実　【施策10】

45 通常保育事業 保育課 　通常保育の実施
・通常保育の実施
　区立保育園　23か所、私立保育園　11か所
　定員3,400人（H26年度）

○ 31

46 延長保育事業 保育課 　延長保育の実施
・公私立保育園で延長保育の実施
　区立保育園19か所、私立保育園11か所
　定員654人（H26年度）

○ 50

47 休日保育事業 保育課 　休日保育の実施
・休日保育の実施
　2園　定員25人(H27年3月末)
　総利用者数　延2,484人

○ 98

48 病後児保育事業 保育課 　病後児保育の実施
・病児後保育の実施
　3か所　定員8人（H27年3月末）
総利用人数　延3,614人

○ 54

49
保育ママ事業
【重点推進】

子育て支援
課
〔保育課〕

　保育ママ事業の実施 　　　　　　　　

・保育ママが自宅または指定場所で生後6週以
上3歳未満の乳幼児を保育
　自宅提供型5か所（定員11名）　施設提供型「す
くすくルーム」9か所（定員87名）（平26年度）

○
終了

(36.38）

子ども・子育て
支援新制度の
小規模保育・
家庭的保育事
業として実施

50 学童クラブ事業 子ども課 　学童クラブ事業の実施

児童館、子どもスキップで学童クラブ事業を実施
児童館　２館　スキップ２０か所（27年3月末）
登録児童数　1,174名（22年度）から1,400人（26
年度）に増加（いずれも4月1日時点）

○ 56

51 乳幼児健全育成相談事業 保育課 　体験保育、育児相談の実施

・保育園体験保育、育児相談の実施
　区立体験保育　総利用者数320件
　区立保育園育児相談　総利用者数2,636件

○ 99
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

追7 保育ママ保育料負担軽減補助事業
子育て支援
課
〔保育課〕

保育料の補助

・保育ママを利用している認可保育所待機児の
保護者に、保育料の補助を実施
（生活保護受給世帯、区民税・所得税非課税世
帯が対象　　延543件

○ 終了

追8
認証保育所保育料負担軽減補助事
業

保育課 保育料の補助

認可保育所との保育料差額に応じて、一定額を
補助
（H26年度より補助対象者及び補助額を拡大）
　延7,417件

○ 86

【Ⅱ-４　子育てを支援する生活住環境の整備】

（１）子育て期の住環境の整備　【施策11】

52 三世代同居への支援 住宅課 　検討 ・継続検討 △ 163

53
良質なファミリー向け住宅の供給誘
導

マンション担
当課
〔住宅課〕

　検討

・まちづくりと連動したファミリー向けの良質な住
宅建設を誘導
相談、募集　0件

△ 164

54
子育てファミリー世帯への家賃助成
事業

住宅課 　家賃助成
・民間賃貸住宅に転入転居した場合の家賃を一
定期間助成
　総助成件数269件

○ 165

（２）子育て世帯にやさしいまちづくりの推進　【施策12】

55 交通安全施設整備事業 道路整備課 　安全パトール、安全対策の実施
・小学校や所管警察署と連携して、通学路の点
検を実施
・路面標示などの安全対策の実施

○ 166

56
公共施設の赤ちゃんスペース設置・
周知

子育て支援
課

　赤ちゃんふらっとの設置
授乳やおむつ交換ができるスペースの設置
地域区民ひろば、子ども家庭支援センター、児
童館等計23箇所（27年3月末）

○ 167

【Ⅱ-５　特に配慮が必要な子どもと家庭への支援】

（１）障害のある子どもへの支援　【施策13】

57 児童デイサービス 障害福祉課 　児童デイサービスの実施

・児童デイサービスの実施（H24年3月まで）
　利用人数　延1,213人
＊障害者自立支援法ならびに児童福祉法の改
正に伴い事業移行（障害児通所支援に一元化）

○
終了
(106)

58 障害者（児）日中一時支援事業 障害福祉課 　日中一時支援の実施
・日中一時支援の実施
　延利用者回数　1,906回

○ 109
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

59 障害児保育事業
保育課
子育て支援
課

　障害児保育（区・私立保育園）、巡回指導

・保育園等での障害児保育の実施
　区立保育園23か所、私立保育園11か所、児童
館2か所、子どもスキップ20か所で実施（26年度
施設数）
・巡回指導　総巡回数2,057回　総指導件数延
10,403件

○
103
104

60
発達支援事業
　【重点推進】

子育て支援
課

　発達相談事業
・発達相談事業の実施
総利用件数26,366件　発達専門相談　7,776件

○ 105

61
障害のある中高生の放課後等活動
支援事業
【重点推進】【新規】

障害福祉課 　放課後等活動場所の開設
放課後や夏休み等に活動できる場所を開設
事業開催延日数1,220日
（24年6月より放課後デイサービス事業に移行）

○ 108

追9 障害児通所支援事業 障害福祉課 　障害児通所支援事業の実施

①児童発達支援　延2,757人
②医療型児童発達支援　　延141人
③放課後等デイサービス　延1,504人
④障害児相談支援　延　3人

○
106
107

追10 区立幼稚園幼児教育相談
教育セン
ター

幼児
教育相談

・区立幼稚園の特別な支援を必要とする幼児を
対象に教育相談を実施
　グループ指導　延12名（平成26年度）

○ 101

（２）ひとり親家庭への支援　　【施策14】

62
母子福祉資金貸付事業
〔母子及び父子福祉資金貸付事業〕

子育て支援
課

　資金の貸付
・自立の援助と児童福祉増進のため資金を貸付
　総相談件数　1,764件、総貸付件数　407件 ○ 129

63
母子家庭自立支援給付事業〔母子
家庭等自立支援給付事業〕

子育て支援
課

　就労相談、給付金の支給

・就労支援のための給付金支給（H25年度より父
子家庭も対象）
　母子家庭等自立支援教育訓練給付金　（総件
数8件　計223千円）母子家庭等高等技能訓練促
進費給付金　（総件数23件、計30,568千円）

○ 130

64
母子自立支援プログラム策定事業
〔ひとり親家庭自立支援プログラム
策定事業〕

子育て支援
課

　就労支援、自立支援プログラムの策定
ひとり親家庭への就労支援（ハローワーク連携）
母子自立支援プログラム策定総件数　123件

○ 131

（３）児童虐待防止対策の強化　　【施策15】

65
子ども虐待防止ネットワーク事業
【重点推進】

子育て支援
課

　虐待防止ネットワーク整備、関係機関連絡調整、研修の実施

・虐待防止ネットワーク会議等の実施
相談・通報総件数　2,258件
個別ケース検討会議計1,613回　関係機関向け
研修計13回　関係機関懇談会計18回

○ 100

66 児童虐待防止の普及・啓発
子育て支援
課

　普及・啓発事業

・児童虐待防止への理解促進を図るための取組
み
　相談啓発カード作成・配布（子ども向け、おとな
向け計28,400部）子どもの権利擁護委員2人配
置、講演会(年1回）開催、街頭キャンペーン等の
実施

○ 9
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

（４）不登校・ひきこもりの子どもへの支援　【施策16】

67
不登校・ひきこもりのための居場所
整備

子ども課 　検討中 継続検討 △ (121）

68 教育センター適応指導教室
教育セン
ター

・不登校児童・生徒に対し適応指導教室の開催
　指導員数（非常勤）４名　、在籍生徒数延117人

○ 122

69
スクールソーシャルワーカーの配置
検討〔スクールソーシャルワーカー
活用事業〕【重点推進】【新規】

教育セン
ター

　検討中 スクールソーシャルワーカーの派遣

・教育相談施設や区立学校等へのスクールソー
シャルワーカーの派遣（H24年度より実施）
　対応ケース計　123件 ○ 125

（５）外国人の子どもへの支援　【施策17】

70 日本語指導教室
教育セン
ター

　日本語指導教室の開催
・日本語指導教室の開催
　通室者　延142名　三者面談回数　１人3回/年

○ 126

71
日本語指導が必要な児童・生徒・保
護者に対する通訳事業

教育セン
ター

　通訳派遣

・通訳派遣
　児童・生徒への総派遣時間　5,131.5時間
　保護者への総派遣時間　77時間
　（要請に対する通訳派遣率100%）

○ 127

　適応指導教室の開催
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Ⅲ楽しく充実した保育・教育機関で子どもを育てる

番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

72 区立保育所の民営化 保育課 　区立保育園民営化・委託化の実施
・区立保育園民営化・委託化の実施
民営化実施数3園(H22.4池袋本町、H26.4西巣
鴨第二、H27.4高松第一)

○ 32

73
区立保育所の改築・改修
【重点推進】【新規】

保育課 　区立保育園の改築・改修
園舎改修（池一、西巣三、池三、駒一、池五、東
池一）
分園新築（巣一）

○ -

74
私立保育所施設整備助成
【重点推進】

保育課 　施設整備助成
私立保育園の施設改修等補助金
 5 園 　総交付額　1,539,418千円

○ 33

75
認証保育所運営費等補助事業
【重点推進】

保育課 　開設準備、運営費補助

・認証保育所の開設準備、運営費補助
　開設準備補助　7 園
　運営費補助：Ａ型9園・Ｂ型２園、区外37園（26
年度）

○ 34

76
池袋本町臨時保育事業
【新規】

保育課
区立保育園改修時の仮設園舎を延長利用し、
臨時保育事業を実施　（平成25年度末終了）

○ 終了

追11 事業所内保育事業 保育課 事業所内保育事業
・従業員用保育園の定員枠に豊島区民枠を設
置（25年度より）
　1箇所　定員5人

○ 35

追12 小規模保育事業 保育課 小規模保育事業
・空き家等を活用した小規模保育事業を実施
（25年度より）
設置数　７か所　定員104人（26年度末）

○ 36

追13 臨時保育事業 保育課 　臨時保育事業

区有地を活用して臨時保育所を設置
１ヶ所　定員60人　（25年度開設準備、26年度実
施）

○ 37

77 私立幼稚園教育環境整備費補助金
子育て支援
課

・私立幼稚園教育環境整備費補助
　活動園16園中14～15園に補助金支給
総交付額　366,723千円

○ 40

78 サポート保育（預かり保育）の推進
子育て支援
課

・預かり保育の実施
　　私立幼稚園15園（H26年度実施数）
　　　週3から6日実施

○ 58

79
区立幼稚園児幼児期道徳性育成事
業

指導課 　専任教諭の配置
・専任教諭（非常勤職員）を区立3園に配置

○ 41

　預かり保育の実施

【Ⅲ-１　保育・幼児教育の充実】

（１）保育施設の充実　【施策18】

　臨時保育事業を実施

（２）幼稚園の充実　　【施策19】

　補助金支給
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

追14 区立幼稚園預かり保育の実施
学務課、庶
務課、指導
課

　預かり保育の実施
・区立幼稚園の教育時間終了後、預かり保育を
実施
　登録利用　　延791件　、一時利用延7,867件

○ 57

追15 私立幼稚園特別預かり保育事業
子育て支援
課

預かり保育運営費補助

当該私立幼稚園に在園し、保育に欠ける園児
について、預かり保育を実施する私立幼稚園に
運営費を補助　　　2園　利用児童16人（26年度
実績）

○ 58

80
幼保一体化の総合施設の整備検討
〈新規〉

保育課
子育て支援課
指導課

　検討、私立幼稚園の認定こども園への移行
関係団体との意見交換、支援
（平成27年4月私立幼稚園1園が認定こども園
へ移行）

○ 42

81 認定こども園運営費等補助金
保育課
子育て支援
課

　運営費の補助

区内児童が入所する認定こども園に補助金を
交付
補助金総額　24,277千円
H27子ども・子育て支援新制度施設型給付へ移
行

○ 終了

子ども・子
育て支援
新制度の
施設型給
付へ

82
幼稚園・保育所・小学校の教職員交
流
【重点推進】【新規】

子育て支援
課
保育課、指
導課

　 　　関係団体との意見交換、連絡会の開催
・区立幼稚園、小学校の教職員の交流、定期的
な連絡会の開催

○ 43

83
幼・保・小・中学校連携プログラムの
開発
【重点推進】【新規】

子育て支援
課
保育課、指
導課

　プログラム開発に向けた取り組み
幼小、小中連携ブロックを指定、各ブロックで連
携推進委員会を設置。

○ 44

84 英語教育推進事業 指導課 　外国語指導助手を活用した英語教育（業者委託）

・外国人講師による英語教育
学年別実施時間数
　（1年8H、2年12H、3･4年20H、5･6年35H）
（中1･2年30H、3年12H）

○ -

85 豊島スクールスタッフ事業 指導課 　講師派遣
・講師派遣
　総派遣者数　延725人

○ -

86 としま教育ネットワーク事業 指導課 　区内大学との教育連携
区内大学との教育連携
大学連携実践校割合　93.4％（26年度）

○ -

87 都市型環境教育の推進 指導課 　環境学習の実施
環境教育プログラムを活用した環境学習等の
実施
　（全校実施）

○ -

（１）教育内容の充実　【施策22】

（３）幼稚園と保育所の連携　　【施策20】

【Ⅲ-2　保育・幼児教育と学校教育の連携】

（１）幼稚園・保育所と小学校の連携　【施策21】

【Ⅲ-３　学校教育の充実】
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

追16 小、中学校改築計画の第一次改訂 学校施設課 　　　改築推進委員会の開催、第一次改訂、改訂後の検討
小中学校改築推進委員会開催
小・中学校改築計画第一次改訂（平成25年度）

○ -

88 小・中学校施設整備 学校施設課 　小中学校施設整備 ・小中学校施設整備 ○ -

89 学校図書館の図書等整備 学務課 　学校図書館の充実
・学校図書標準を達成した学校　15校（H26年度
末）
・全小中学校に学校図書館システムを導入

○ -

90 部活動維持
①指導課
②学務課

　部活動へ外部指導員派遣及び楽器購入・修理

①部活動へ外部指導員派遣
　派遣人数47人（26年度）
②ブラスバンド部用楽器の購入及び修理
　総額10,069,187円

○ -

91 スクールカウンセラー事業
教育セン
ター、
指導課

 　カウンセラー派遣　

・カウンセラー派遣（教育センター）
　派遣相談件数　延42,251件
・都スクールカウンセラーを全小中学校に派遣
　　週1回（H25年度より）

○ 124

92 教育相談
教育セン
ター

　教育相談の実施
・教育相談の実施
　総相談件数27,037件　（実人数）延1,567人 ○ 123

93 小学校の統合 学校施設課 池二小・文成小の統合
池袋第二小・文成小の統合
　平成26年4月池袋本町小学校開校 ○ 終了

94
小・中学校改築事業

学校施設課 　基本・実施設計、建替えを考える会の運営、改築工事

・西池袋中（平成24年8月開校）
・目白小（平成26年8月開校）
・池袋第三小、池袋本町地区校舎併設型連携
校（平成28年度開校予定）

○ -

（２）教育環境の整備　【施策23】

12



 Ⅳ　人々の共生と協働により子どもの成長と子育てを地域ぐるみで支援する

番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

（１）子どもを犯罪や交通事故等から守るための活動の推進　【施策24】

95 安全・安心メール配信
治安対策担
当課

　安全安心情報を携帯電話、パソコンへ配信
・「安全安心情報」を携帯電話、パソコンへの
配信
　　26年度末登録者数 8,881人

○ 155

96 安全・安心パトロールの実施
治安対策担
当課

・自転車、青色防犯パトロールカーによるパト
ロールの実施（日・祝・年末年始を除く） ○ 156

97 学校安全安心事業
庶務課
学務課

　巡回指導、防災用品の備蓄

・スクールガードリーダーの巡回指導実施
・防災用品の備蓄
・としま学校安全安心メール配信システムの
運用（25年度より）

○ 158

98 交通安全対策事業 交通対策課 　啓発活動の実施

・自転車安全利用等啓発活動の実施
　交通安全のビデオ貸し出し、反射材キーホ
ルダー、ぬりえの配布、新１年生へのランドセ
ルカバーの配付等
・交通安全研修会の実施　　（26年度実施数
19回）

○ 160

追17
児童・教職員・PTA・地域が力を合
わせた「安全な学校」づくり

指導課 　　　安全な学校づくりの取り組み
インターナショナルセーフスクール国際認証
取得（２４年度）
地域と連携して安全・安心な学校づくり

○ 159

追18 自転車ヘルメット普及啓発事業 交通対策課 ヘルメット購入補助、自転車安全教室

・子供用自転車ヘルメットの購入費助成
一般用@2000円　総助成数　1,724個
親子自転車安全利用教室　年３回
@3000円　　総助成数　66個

○ 162

（２）子どもを取り巻く有害環境対策の推進　【施策25】

99
「子どもを守る」インターネット等利
用講座
【重点推進】【新規】

治安対策担
当課

　インターネット等利用講座等の実施

・警視庁と連携を図りながら、インターネット等
を利用する際のルールやマナーの啓発
　「セーフティ教室」の機会を利用してミニ講座
を実施（23,24年度）

○ 149

（１）地域住民との協働による子育て支援　【施策26】

100 民生委員・児童委員事業 福祉総務課 　子育てサロンの実施

・児童委員、児童相談所、子ども家庭支援セ
ンター及び学校等の協議会を実施（年1回）
・子育てサロンの実施
　総開催数545回、利用者数延 22,259人

○ 143

101 青少年育成委員会運営 子ども課 　補助金の支給、研修の実施
・育成委員会活動への補助金支給
　各地区行事参加者総数 237,140人、
　研修参加数　延 865人

○ 144

【Ⅳ-１　子どもの安全確保】

　パトロールの実施

【Ⅳ-２　地域における子育ての支援】
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

102
商店街における子育て支援
【重点推進】

生活産業
課、子ども
課

　空き店舗対策補助制度
・商店街振興事業説明会の開催
（空き店舗対策事業に対する補助制度の説
明）

○ -

103
子育て人材開発支援事業
【重点推進】【新規】

子ども課 　子ども講座の実施

・子育て支援に関心のある区民を対象に子ど
も講座を実施
参加人数延 883人

○ 146

104 「子育てひろば」の運営・開設
地域区民ひろ
ば課 　子育てひろばの開設

・区民ひろば内に「子育てひろば」を開設
　17地区、他に子育てひろば事業のみを要町
分室で運営（26年度末）

○ 63

105
子育てひろば事業補助
【新規】

保育課 　子育てひろば事業補助
・子育てひろば事業を行う私立保育園への補
助
　（１園　年4,355千円）

○ 64

（２）家庭・地域･学校が一体となった教育力の向上　【施策27】

106 地域人材等活用推進事業 指導課 　スクールスタッフ派遣
・スクールスタッフの派遣、大学との連携強化
など学校教育活動支援 ○ -

107 保育園ボランティア 保育課 　保育園ボランティアの受け入れ
・保育園ボランティア
　総参加者数263人 ○ -

108 ジュニア育成事業
学習・ス
ポーツ課

　スポーツイベントの実施、親子スポーツ教室の開催
・各スポーツ横断的事業　参加者数延7,639名
・初心者・技術向上事業　参加者数延3,610名
・親子スポーツ教室事業　参加者数延516名

○ 26

109 青少年指導者養成事業
学習・ス
ポーツ課

　養成事業の実施
・ジュニアリーダー講習会（キャンプを中心に
実施）
　総実施回数45回、計55日間

○ 6

110
キャリア教育（中学生の職場体験）
事業

指導課 　職場体験の実施
・区立中学2年生全員を対象に職場体験を実
施
（H22年度5日間、23年度以降3日間）

○ 5

111 放課後子ども教室事業 庶務課
・放課後子ども教室の開催
　総実施回数 7,143回
　参加者数　延 92,679人

○ 12

112
子ども地域活動支援事業
【重点推進】【新規】

子ども課 　地域活動参加への支援

・子ども地域活動懇談会の開催、ジャンプ等
での中高生の地域活動支援 (保育園でのボ
ランティア活動、区民ひろば作品展への参
加、介護講座など）延184人

○ 2

113
子ども環境学習講座
〔環境教育・啓発事業〕

環境政策課 　環境学習講座等の開催

・環境学習講座等の開催　開催数計27回
　としまエコライフフェア　総参加者数 2,390人
・子どもエコクラブ、環境とリサイクルに関する
ポスターコンクール
・環境教育支援プログラム（H25年度より）

○ 24

（３）地域特性を活かした取組　【施策28】

　放課後子ども教室の開催
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番号 事業名 所管課 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 5か年の実施結果
達成
状況

新子どもプ
ランに継続

備考

114 ジュニア・アーツ・アカデミー助成
文化デザイ
ン課

　音楽体験・舞台稽古の体験の場の提供
・音楽体験・舞台稽古の体験の場の提供（小
学生）
　参加人数　延5,742人

○ 19

115 小・中学校音楽鑑賞教室 指導課 　音楽鑑賞教室の開催（小５・中2）
・本格的なオーケストラの鑑賞会を開催
　区立小学5年生及び中学2年生全員（年1
回）

○ 17

116 邦楽鑑賞教室 指導課 　邦楽鑑賞教室（小6）
・邦楽鑑賞教室を開催
　区立小6年生対象（年1回）　会場：豊島公会
堂

○ 18

117 子どものための文化体験プログラム
文化デザイ
ン課

　文化芸術の体験

・演劇公演（入場者数延12,115人）、ワーク
ショップの開催
・派遣型ワークショップ（保育園にアーティスト
を派遣）参加人数延3,813人

○ 16

118 図書館おはなし会・読み聞かせ事業 図書館課 　読み聞かせ事業、読み聞かせボランティアの養成

・お話会の開催
・読み聞かせボランティアの養成（23から25年
度）
・施設へのボランティアのあっせん

○ 20

119 「としょねっと便」の運行 図書館課 　としょねっと便の運行

 ・図書館蔵書の小中学校等への貸出し（H22
年5月より幼稚園へ拡大）
　週2回区立小中学校、区立幼稚園へとしょ
ねっと便を運行

○ -

（１）事業主、労働者、地域住民等への広報・啓発【施策29】

120
企業・事業所への啓発事業
【重点推進】

男女平等推
進センター・
子ども課

　ワーク･ライフ・バランスの普及・啓発

・ワーク・ライフ・バランス川柳、イクメン・カジ
ダン・イクジイ写真展などを開催し、応募作品
を推進活動に活用
・ワーク・ライフ・バランス推進企業の取り組み
の紹介

○ 168

121
ワーク・ライフ・バランスフォーラムの
開催

男女平等推
進センター

　ワーク・ライフ・バランスフｫーラムの開催

・ワーク・ライフ・バランスフｫーラムの開催（年
1回）
前半：基調講演、
後半：交流会の開催

○ 169

（２）企業・事業所における取組の支援【施策30】

122
ワーク・ライフ・バランス推進企業認
定制度

男女平等推
進センター

　ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定
・ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定
認定数　29社(27年3月末)

○ 170

【Ⅳ-３　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し】
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