
３　事業の実施状況

基本目標Ⅰ　すべての子どもたちが健やかに育つ環境をつくります

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

母子健康手帳の交付及び妊婦
相談

妊娠の届出をした妊婦に対し、母子健康手帳を交付し、妊娠・授
乳時における飲酒・喫煙の害を周知させるとともに、妊娠や出産
に関する相談を受けた。
〔母子健康手帳交付数〕12,179件

1,048万8千円
※１

パパとママの育児教室 初妊婦とその配偶者を対象に夫婦が協力して子育てを行うため
に、夫婦関係、父親・母親の役割や子育て全般について教室を開
催した。
〔開催回数〕34回

108万4千円

はじめての子育て応援事業 初妊婦及びその配偶者等が安心して出産・育児を行うため、妊娠
期からの育児支援として,公私立保育園113園において「わかばマ
マ応援教室」、「わかばパパ応援教室」を実施し、育児サポート
をしてくれる身近な機関としての保育園の役割について周知する
とともに、初妊婦等の育児不安の軽減及び男性の育児参加の促進
に努めた。
〔参加者数〕418人

※５に含む

妊婦及び乳幼児をもつ保護者
に対して、たばこの害につい
て啓発

母子健康手帳交付時等に喫煙者に対して、喫煙の害や禁煙につい
て個人指導を行った。
平成22年度に啓発用パンフレットを作成し、配布。
〔作成枚数〕8千部

16万8千円

１　子どもと親の健康づくりの推進
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〔作成枚数〕8千部
保育園児、幼稚園児に対する
喫煙防止教育

将来の喫煙を防止するために、保育園及び幼稚園に対して防煙紙
芝居実施を依頼するとともに、保護者へチラシ等を配布し、受動
喫煙防止や早期防煙教育の必要性を周知した。
〔実施園数〕182園

※７に含む

こんにちは赤ちゃん事業 生後４か月までの乳児がいる家庭を民生委員・児童委員等が訪問
し、不安や悩みを聞くとともに、子育てに関する情報提供を行っ
た。
〔訪問件数〕6,548件

1,131万5千円

健康相談室 乳幼児とその保護者を対象に公民館、集会所等で、子育てに関す
る相談等を実施した。
〔参加者数〕21,450人

34万4千円

地域子育て支援センター育児
講座

妊産婦とその配偶者及び乳幼児と保護者等を対象に、子育てや子
どもの病気の予防等に関する教室等を開催した。
〔実施回数〕145回

※４に含む

ｋｉｄｓ情報送信サービス事
業

(財)ひろしまこども夢財団が実施する携帯電話のメール配信によ
る情報提供サービスに参画し、身近な子育て支援情報を提供し
た。
〔登録者数〕12,151人

100万8千円

４か月児健康相談 ４か月の乳児を対象に、疾病の予防や健康の保持増進を図るた
め、小児科医師、保健師、栄養士等による健康相談を行った。
〔受診率〕95.3％

※１に含む

妊婦及び乳幼児健康診査 妊婦及び乳児の健康管理、疾病や障害の早期発見及び早期治療を
図るため、医療機関に委託して健康診査(妊婦については歯科健康
診査を含む。)を実施した。
また、１歳６か月児及び３歳児に対し、心身の発育・発達状況の
診査を実施し、専門職が適正な指導を行うとともに、１歳６か月
児を対象に、むし歯予防のためのフッ素塗布を行った。
〔１歳６か月児健康診査受診率〕94.9％
〔３歳児健康診査受診率〕86.3％

11億7,572万1千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

日本脳炎予防接種費用の無料
化

日本脳炎予防接種を受けやすい環境を整備し、予防接種率の向上
を図るため、一部の対象者に実施していた無料接種を全ての対象
者に拡大した。（自己負担額：790円　→　0円）。

4,344万3千円

広島市民病院での総合周産期
母子医療センター

母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管
理室を含む新生児病棟を備え、常時、子どもと母親に対する総合
的な医療を提供した。
〔新生児延患者数〕10,417人　〔分娩件数〕994件

7億8,200万8千円

小児救急医療体制 小児の救急医療体制の整備を図った。
・舟入病院で２４時間・３６５日の小児科救急診療を実施した。
・舟入病院で耳鼻咽喉科、夜間救急診療（土曜日）を実施した。
・安佐市民病院で小児科夜間救急診療（日曜日）を実施した。
・小児科病院複数体制で、年末年始の診療（12月31日～1月3日）
を実施した。

18億2,773万9千円

小児救急適正受診啓発事業 小児救急医療の適正受診を図るため、急病時の受診相談や医療機
関を掲載したマグネットシート及び小児の症状別の看護や受診等
について説明した冊子を、各区保健センターで乳幼児健康相談の
際に配付した。

417万3千円

広島市食育推進計画の推進 事業所・団体等で構成する「ひろしま食育ネットワーク」と連携
し、官民一体となって「朝ごはんキャンペーン」、「わ食の日」
などの取組を進めるとともに、市内のスーパーマーケットを会場
に、「親子のための食育イベント」を開催した。また、平成２３
年３月に「第２次広島市食育推進計画中間まとめ」をとりまとめ
た。

372万9千円
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た。

食育教室、食生活相談 離乳食・食育教室等の開催、乳幼児健康診査等における食生活指
導・相談の実施により、望ましい食生活、子どもの発達に応じた
食事の進め方、調理方法などについて普及啓発を行い、子どもと
親の健康づくりを推進した。
〔参加者数〕18,215人

97万6千円

保育園における食育の推進 保育園の給食や栽培活動、食材に親しむなどの豊かな体験を通し
て、乳幼児期の望ましい食習慣の定着を図った。 0円

学校における給食指導 健全な食生活の大切さについて日々の学校給食を通して理解を深
めたり、楽しく会食したりすることにより、基本的な食習慣の定
着に向け取り組んだ。

0円

学校における食育推進事業 学校における食育の指導体制・内容の充実を図るため、研修会を
開催し、指導資料を作成した。 9万円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

発達障害児早期発見・支援体
制の整備事業

発達障害が疑われ、支援を必要とする親子を対象とした親子教室
や５歳児発達相談を実施した。

351万4千円

発達障害者支援センター事業 自閉症等の発達障害のある子ども等に対し、関係機関とのネット
ワークの形成など支援体制を整備するとともに、発達障害児
（者）及び家族への相談・療育支援、就労支援及び関係者への研
修を実施した。
〔利用者数〕640人

2,955万円

２　障害のある子どもに対する支援
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

発達障害者支援講演会の開催 発達障害に対する理解を深めるため、市民を対象に講演会を開催
した。
〔参加者数〕897人

36万9千円

発達障害児オープン相談の場
の開設

主として高機能広汎性発達障害のある子どもを対象に、相談支援
などを行うとともに、社会性やコミュニケーション能力の向上を
図り、社会参加を促進させる場を提供した。
〔開設回数〕128回

130万6千円

発達障害サポーターの養成 「発達障害児オープン相談の場」のボランティアスタッフに対し
て、発達障害に関する理解を深めるための事前研修を実施した。
また、「発達障害者家族の集い」においてスタッフ（ペアレント
メンタ―）として活動する先輩保護者への研修を実施した。
〔スタッフ（ペアレントメンタ―）研修開催回数〕　2回

0円

発達障害児家族の集いの開催 発達障害のある子どもを持つ家族に対して、障害受容のきっかけ
づくりなどのために情報交換等を行う場を提供した。
〔開催回数〕４回

17万6千円

サポートファイルの活用 継続的な支援を行うためのツールであるサポートファイルを活用
し、乳幼児期から成人期までの一貫した支援を行った。
〔サポートファイル〕2,000部作成
〔研修会〕13回開催

コミュニケーション支援ボー
ドの作成・配付

言語によるコミュニケーションが苦手な発達障害のある子ども等
が簡単なイラストが描かれたボードを指すことで相手への意思表
示が行えるコミュニケーション支援ボードを作成し、医療機関、
公共施設、店舗等に配付した。

1,153万円
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公共施設、店舗等に配付した。
〔配付箇所〕2,141か所

乳幼児等医療費補助（発達障
害児支援）

小学校１・２年生の発達障害のある子どもを対象に医療費の保険
診療分の自己負担相当額から一部負担金の額を控除した額の補助
を行った。

2,225万1千円

発達障害者への福祉サービス
の提供

生活困難度の高い発達障害者に療育手帳を交付し、生活支援のた
めの福祉サービスを提供した。

0円

こども療育センターにおける
療育

こども療育センター（北部こども療育センター、西部こども療育
センターを含む。）において、障害の早期発見・診断と外来療育
を行うとともに、各センター内の障害児通園施設において療育を
実施した。

14億8,320万3千円
※２

こども療育センターの医師等
専門スタッフの充実

こども療育センターの受診を希望する子どもを速やかに診断し、
適切な支援を行うため、医師等専門スタッフの充実を図った。
医師１名増員、言語聴覚士１名を嘱託から正規職員化

※２に含む

新

発達障害児に対する療育の外
部評価の実施

こども療育センターの療育の質の向上を図るため、発達障害のあ
る子どもの療育を実施している外来療育教室に対して、専門家に
よる評価・指導を実施した。
〔開催回数〕６回（光町、北部、西部の3センターで各2回）

78万9千円

障害児保育 保育に欠ける障害のある子どもを保育園に受け入れ、健常な子ど
もとの統合保育を行った。

3億909万9千円

新

障害児保育のあり方検討 保育園における障害児への保育の充実を図るため、広島市障害児
保育専門指導委員会を中心に障害児保育のあり方を検討した。ま
た、障害児保育実践ハンドブックを作成・配付し、職員への研修
を行った。

92万1千円

私立幼稚園特別支援教育研究
事業

広島市私立幼稚園協会が加盟園を対象に実施する「特別支援教育
研究事業」に対して経費の助成を行い、私立幼稚園における特別
支援教育に対する理解の向上、教育条件の整備及び障害のある就
学前の子どもの就園機会の拡大を図った｡

43万6千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

障害児等療育支援事業 障害のある子どもの地域での生活を支援するため、施設の機能を
活用し、家庭訪問や電話による療育相談、外来による療育相談、
各種福祉サービス利用相談等を行った。
〔実施施設〕6か所

5,528万2千円

重症心身障害児(者)通園事業 重症心身障害のある子どもに対して、通園の方法により日常生活
動作、運動機能に係る訓練、指導等を行うとともに、保護者への
療育指導を行った。
〔実施施設〕1か所

3,764万5千円

児童居宅介護 日常生活を営むのに支障がある子どもの家庭をホームヘルパーが
訪問し、家事、介護、相談、助言等の日常生活の支援を行った。
〔実施事業所〕235か所

2億6,196万1千円

児童デイサービス 障害のある子どもに対して、通所の方法により日常生活における
基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行った。
〔実施施設〕8か所

1億1,735万3千円

短期入所、日中一時支援事業 障害のある子どもを介護している保護者等が、疾病等によって家
庭での介護が一時的に困難となった場合に、障害のある子どもを
施設において一時的に必要な支援を行った。
〔実施施設〕短期入所13か所・日中一時支援17か所

2億4,964万3千円

特別支援学校放課後対策事業 特別支援学校の子どもを放課後に各校内で預かり、子どもの健全
な育成に努めた。
〔利用者数〕延べ6,094人

4,278万9千円

特別支援学校児童生徒の地域 市立特別支援学校の子どもに対して、地域における交流の促進や
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特別支援学校児童生徒の地域
活動推進事業

市立特別支援学校の子どもに対して、地域における交流の促進や
社会生活に必要な事項を学ぶ機会を提供するとともに、活動の場
づくりを推進するため、子どもがより充実した生活を送ることが
できるよう活動を行う事業に助成した。
〔参加率〕61.0％

197万5千円

障害児いきいき活動事業 特別支援学校の子どもを土曜（市立のみ）及び長期休暇中に、各
校内で預かり、子どもの健全な育成に努めた。
〔利用者数〕延べ1,841人

1,477万8千円

休暇中の障害児地域活動支援
事業

長期休暇中に、障害のある子どもが地域の子どもとゲームやリズ
ム遊び等、ふれあう行事を開催した。
〔参加者数〕延べ279人

68万1千円

障害児の長期休暇支援事業 障害のある子どもの長期休暇中に活動の場を設ける地域の団体に
対して、補助を行った。

26万2千円

特別支援教育体制充実事業 通常の学級に在籍する学習障害（ＬＤ）等、特別な教育的支援を
必要とする子どもに対して適切な指導を行うため、専門家チーム
による巡回相談指導等を行った。

305万円

特別支援教育アシスタント事
業

小・中学校の通常の学級に在籍する肢体不自由や学習障害（Ｌ
Ｄ）等の子どもに対し、特別支援教育アシスタントを配置した。
〔配置人数〕292人

1億8,510万1千円

特別支援学校高等部充実事業 社会的自立に資するために、校外学習、職場見学、職場実習の体
験等を行うとともに、就労支援アドバイザーの配置など就労に向
けた取組を推進した。

289万6千円

新

視覚障害児の職域拡大の検討 福祉・教育・医療等の関係機関が連携し、視覚障害のある子ども
の職域拡大に向け、ＩＣＴ能力習得支援等の検討を行った。 94万3千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

冒険遊び場づくりの推進 子どもが自然に触れながら自由に遊びを創造できる場として冒険
遊び場づくりを推進するために、実施場所、実施日、指導員の役
割、地域住民と市民との役割分担などを検討することを目的とし
て、安佐北区寺山公園での常設化に向けたモデル事業や、中央公
園芝生広場で２日間普及・啓発のモデル事業を実施した。

288万9千円

新

地域資源の活用の検討 子どもの遊び環境の充実のため、公園の活用について検討した。

0円

子どもの遊び場づくり事業
（中区魅力向上プロジェク
ト）

地域団体、公民館、児童館などと連携し、公園などを利用した外
遊び、環境学習、伝統的な遊びの伝承などを実施し、子どもたち
が自主的・自発的に遊びや生活文化を創造できる環境づくりを推
進した。

14万9千円

ちびっこ広場の整備・維持管
理
（教育委員会育成課）
（広島市社会福祉協議会）

街区公園、近隣公園等の補完的施設として、行政や社会福祉協議
会が、遊び場を整備し、子どもの心身の健全な発達を図った。
〔ちびっこ広場の数〕193か所

1,750万9千円

広島市立学校体育施設開放事
業

市立小・中・高等学校の屋外運動場、屋内運動場及び中学校の武
道場を、学校教育に支障がない範囲（平日の夜間及び学校休業
日）で、地域住民に開放した。
〔実施校数〕小学校139校・中学校60校・高等学校1校

1,888万2千円

広島市立学校プール開放事業 長期休暇中に、児童等を対象に、小学校のプールを開放した。
〔実施校（園）数〕幼稚園１園・小学校139校

3,044万2千円

３　子どもの遊び場と居場所づくりの推進
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3,044万2千円

三滝少年自然の家主催事業 豊かな自然環境の中での集団宿泊生活を通して心身ともに健やか
な青少年を育成した。
〔参加人数〕延べ3,026人 69万7千円

似島臨海少年自然の家主催事
業

豊かな自然環境の中での集団宿泊生活を通して心身ともに健やか
な青少年を育成した。
〔参加人数〕延べ8,284人 49万3千円

広島市小学生スポーツ交歓大
会

サッカー、バレーボール、陸上などの競技について、スポーツ交
歓大会を開催する。
〔参加人数〕3,826人

220万円

文化財活用事業 文化財に接する機会の提供を目的として、小中学校・公民館等へ
の出張講座、各種団体との連携事業を開催した。
〔開催件数（参加人数）〕62件（12,892人）

広島市未来都市
創造財団への委
託料に含む

郷土資料館の教育普及事業 体験を通じて郷土や歴史に対する興味や関心を高めるため、伝統
的なものづくりや遊びなど、参加体験型の教室等を実施した。
〔教室等参加人数〕延べ9,016人

指定管理料に含む

こども文化科学館の教育普及
事業

体験を通じて科学に対する興味や関心を高めるため、工作や科学
実験等を行う参加体験型教室や各種のサークル活動等（通年）を
実施した。
〔教室等参加人数〕延べ13,184人
〔サークル活動等参加人数〕延べ2,219人

指定管理料に含む
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

江波山気象館の教育普及事業 体験を通じて気象や自然の力、科学に対する興味や関心を高める
ため、自ら天気予報を行うなどの参加体験型の教室等を実施し
た。
〔教室等参加人数〕延べ11,318人

指定管理料に含む

交通科学館の教育普及事業 体験を通じて乗り物や交通に対する興味や関心を高めるため、乗
り物に関する工作や科学実験など参加体験型の教室等を実施し
た。
〔教室等参加人数〕延べ22,804人

指定管理料に含む

新 広島城の教育普及事業

体験を通じて広島城や歴史に対する興味や関心を高めるため、ガ
イドや参加体験型の事業等を実施した。
〔教室等参加人数〕延べ5,618人

指定管理料に含む

現代美術館の子どもに関する
普及事業

夏のワークショップ・プロジェクト2010「ふしぎの森の美術館」
自然に囲まれた当館の周囲を「森」に見たて、子どもも大人も
アートを気軽に楽しむ機会となるワークショップ・プロジェクト
を開催。４組のアーティストによる森をテーマとしたワーク
ショップや、常時参加・体験できる作品の展示を行った。
〔参加人数〕19,847人

287万7千円

区民文化センターの子どもに
関する事業

文化の向上を目的として、各種ワークショップ、人形劇鑑賞会及
びコンサート等を実施した。

695万3千円

こども図書館・各区図書館の
おはなし会、おはなしクラブ

幼児や小学生を対象に、絵本の読み聞かせやおはなし会などを実
施する。
〔参加人数〕こども図書館1,318人・各区図書館7,149人

0円
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スポーツ関係施設の子どもに
関する事業

広域公園陸上競技場、各区スポーツセンター等で子どもを対象
に、各種教室を開催した。
・広域公園陸上競技場、第一・第二球戯場、各区スポーツセン
ター等－各種スポーツ教室
〔参加人数〕延べ広域公園620人・各区スポーツセンター延べ
35,007人
・広域公園テニスコート－テニス教室等
　〔参加人数〕延べ480人
・総合屋内プール（広島ビックウエーブ）－水泳及びスケート教
室等
　〔参加人数〕延べ955人

3,556万6千円

森林公園自然体験活動推進事
業

小・中学生を対象に、自然体験活動推進事業を実施した。
〔参加人数〕27,477人

指定管理料に含む

広島地球ウォッチングクラブ
事業

市内で環境保全活動を行う３歳から高校生までの子どもたちのグ
ループに対するサポートや地域の自然観察会等の行事を実施し
た。
〔登録グループ数（人数）〕27グループ（386人）

49万1千円

広島っ子わくわくホリデー事
業

夏休み期間中及び土・日・祝日に実施される、子どもや親子を対
象とする様々な体験活動の情報を提供した。 0円

児童館整備の推進 地域における児童の健全育成活動の拠点として、口田児童館の新
築工事を行った。また、庚午児童館（仮称）の実施設計を行っ
た。
〔児童館数〕106館

1億1,535万1千円

児童館運営 地域の児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、情操を豊かに
することを目的とし、遊びの指導や行事などを通した体験活動等
を実施した。
あわせて、児童館を地域の子育て支援やコミュニティ振興に役立
てるため、地域に積極的に開放し利用を促進した。
〔1館あたりの平均年間利用者数〕15,032人

7億526万2千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

留守家庭子ども会運営 下校後、午後５時頃まで、保護者が家庭にいない小学校低学年児
童の保護・育成を図った。
〔設置箇所数〕156クラス 9億9,962万3千円

放課後プレイスクール事業 放課後等の学校施設を活用して、地域の担い手による小学校全児
童を対象とした「放課後プレイスクール」を新たに2か所で実施
し、児童の放課後等の居場所の確保を図った。
〔実施箇所数〕12か所

2,023万2千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

児童虐待予防対策事業 虐待の一次予防・早期発見のため、事例検討会 、関係職員研修
会、子育てが負担となっている母親等を対象とした親子教室や個
別相談、未熟児センター等と連携した退院前からの支援を行うと
ともに、１歳６か月児・３歳児健康診査において、保健師・保育
士・心理相談員による相談支援を行った。

4,813万円

新

養育支援訪問事業（子育て・
家事支援）の実施

児童虐待のリスクが高い家庭に援助員を派遣し、子育て・家事援
助により、児童虐待の防止を図るモデル事業を実施した。
〔派遣回数〕延べ25回

8万7千円

児童虐待防止対策事業 児童相談所の児童福祉司や心理療法士等の専門職員が連携し、相
談・援助を行うとともに、リーフレットやポスター等を活用した
広報・普及活動、児童虐待の予防と対処法に関するマニュアルの 1,211万2千円

４　児童虐待防止対策の推進等
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広報・普及活動、児童虐待の予防と対処法に関するマニュアルの
作成、学校、保育園、幼稚園、医療機関等関係者に対する研修の
実施等により、虐待の予防や早期発見を促した。

1,211万2千円
※３

こども虐待夜間・休日電話相
談事業

夜間・休日における児童虐待通告や緊急を要する相談に対応する
専任の電話相談員を配置するなど、３６５日、２４時間体制で相
談に応じた。

518万8千円

広島市要保護児童対策地域協
議会の運営

医師会や警察、弁護士会、民生委員児童委員協議会等３０機関で
構成する要保護児童対策地域協議会（代表者会議、実務者会議、
個別ケース検討会議）において、要保護児童等に関する情報の共
有化を図るとともに、実務者会議及び個別検討会議の開催によ
り、要保護児童等の早期発見と適切な保護及び支援に取り組ん
だ。
〔開催回数〕代表者会議1回
〔実務者会議〕16回
〔個別ケース検討会議〕83回

3千円

きんさい！みんなの保育園事
業（養育支援が必要な家庭へ
の支援）

特別な支援を要する親子等に保育園を開放し、継続した支援及
び保健センター等との連携による支援を行った。育児相談・助言
等を行うことで親の育児不安を軽減し、子育て意識の高揚を図っ
た。
〔実施回数〕62回

※５に含む

保育園入園の優先的取扱い 児童虐待防止のため、特別な支援を要する家庭の子どもについ
て、保育園の入園を優先的に行った。

0円

児童虐待防止に関する広報・
普及活動の実施

児童虐待防止推進月間（１１月）を中心に、子ども虐待防止オレ
ンジリボン運動を推進するとともに、児童虐待に対する市民の理
解を深めるための講演会等を開催した。

※３に含む

新

一時保護所における学習支援 学習支援協力員の配置などにより、一時保護された子どもの学習
環境を整備した。

166万4千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

ＤＶ被害者支援の充実 配偶者暴力相談支援センターでの相談支援の実施、民間シェル
ターの支援等を行った。

1,493万8千円

社会福祉審議会（入所措置等
専門部会）

社会福祉審議会に医師、弁護士等の専門家からなる部会を設置
し、児童相談所が行う措置について、調査審議等を行った。
〔開催回数〕4回

14万5千円

児童養護施設等児童福祉施設
入所措置

保護者のいない子どもや虐待されている子ども、その他環境上養
護を要する子どもなどを入所させて、個別援助の充実や小規模グ
ループケア等の推進を図るとともに、子どもの自立支援に努め
た。
〔入所児童数〕423人

13億3,820円5千円

児童養護施設等入所児童支援
強化事業

児童養護施設等に入所している子どもに対して個別支援を行うた
め、児童指導員等の臨時職員を配置した。

4,061万6千円

新

児童養護施設の子どもの安全
確保

施設での生活案内や困った時の相談先等を記載した「こどもの権
利ノート」の配付など、子どもの安全と安心の確保を図った。

50万円

児童養護施設入所児童等自動
車運転免許取得費助成

児童養護施設に入所している子ども等が自動車運転免許を取得す
る際にかかる経費の一部を補助した。

100万円

身元保証人確保対策事業 児童養護施設、母子生活支援施設等を退所する際、安心して就職
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身元保証人確保対策事業 児童養護施設、母子生活支援施設等を退所する際、安心して就職
やアパート等を賃借することができるよう身元保証人を確保する
体制を引き続き整えた。

0円

里親支援事業 リーフレット等による里親制度の広報・普及活動、養育里親や虐
待を受けた子ども等を養育する専門里親の養成、里親家庭に対す
る養育相談、里親の一時的な休息のための援助（レスパイト）を
行うとともに、里親委託等推進委員会を設置し、里親委託を総合
的に推進した。
また、児童養護施設、乳児院に入所している子どもが週末及び夏
休み、冬休みに継続的に里親のもとで、家庭生活を体験する機会
を提供した。

358万7千円

新

小規模住居型児童養育事業
（ファミリーホーム）の促進

保護者がいないなど長期に家庭復帰が見込めない子ども等を家庭
的な環境で養育するファミリーホームの設置に関心のある個人・
団体に情報提供を行い、設置の促進に努めた。

0円

新

児童自立援助事業（自立援助
ホーム）の促進

児童養護施設等を退所した子ども等に生活の場を提供し、日常生
活上の援助や生活指導、就労支援を行う自立援助ホームの設置を
促進するため、以下のことを行った。
・運営の安定を図るための助成制度の創設
・必要な設備・諸規程の整備についての指導
これにより、女子専用の自立援助ホームがNPO法人により設置され
た。

175万5千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

子ども手当 中学校修了までの子どもを対象に、子ども１人当たり月額１万３
千円の手当を支給した。

210億6,280万7千円

市営住宅入居抽選時の優遇措
置

ひとり親、多子世帯等について当選確率を高くする優遇措置（一
般世帯の２倍）を実施した。

0円

５　子どもの貧困の問題に対する総合的な施策の推進
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

保育料の減免 災害、疾病等による収入の減少などの場合に保育料を減免した。
〔減免件数〕16件

0円

市立幼稚園の授業料減免 市立幼稚園に通園している子どもの保護者の経済的負担の軽減を
図るため、生活保護世帯等に対し、授業料を減免した。

0円

就学援助 経済的理由により就学困難な市立小・中学校の子どもの保護者に
対し、学用品費などを援助した。

19億4,250万8千円

新

就学援助制度の拡大 市立小・中学校に加え、国立・県立・私立の児童・生徒を就学援
助制度の対象とした。

1,485万1千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

子ども・子育て支援推進ネッ
トワーク会議の設置

子ども・子育て支援団体、経済関係団体、労働団体、施設関係者
及び行政が相互に連携、協力して、子どもと子育て家庭を支援す
るため、ネットワーク会議を設置した。 （平成22年10月設置
委員13名）

3万2千円

児童福祉月間 毎年５月を児童福祉月間と定め、各種の子育て支援事業や啓発事
業を行い、児童福祉について理解と認識を深める取組を行った。

基本目標Ⅱ　すべての子育て家庭を支える環境をつくります

１　社会全体で子どもを育てる環境づくり
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児童福祉月間 毎年５月を児童福祉月間と定め、各種の子育て支援事業や啓発事
業を行い、児童福祉について理解と認識を深める取組を行った。

174万1千円

新

出会いの場づくり支援事業 結婚前の若い世代の男女が共に、コミュニケーション能力など自
身を高めるためのセミナーなどを公民館１５館で開催するととも
に、全体セミナーを４回開催した。

143万9千円

男女共同参画拠点施設の整備 情報提供、総合相談、女性の就労支援などを総合的に行うことの
できる男女共同参画拠点施設を整備した。

965万2千円

男女共同参画推進リーダーの
育成、活動支援

市民の学習支援などの活動を行う男女共同参画推進リーダーの育
成のための養成講座を行うとともに、公民館などでの活動を支援
した。

62万円

新

男女共同参画基本計画の改定 平成２２年度末で計画期間が満了する「広島市男女共同参画基本
計画」の改定に取り組んだ。

2千円

トップランナー（ＴＲ）計画
の推進

平成２０年度に取りまとめたトップランナー（ＴＲ）計画を推進
し、市役所職員自ら男女共同参画に取り組んだ。

0円

学校教育における男女共同参
画に関する教育の推進

小学校保管用男女平等等教育副読本を作成・配付し、各学校で、
道徳や学級活動等の時間において活用を図った。

21万円

広島市子育てに優しい事業所
表彰

仕事と子育ての調和に向けた支援及び市民を対象とした子育て支
援等に積極的な取組を行っている事業所を表彰し、表彰事業者を
広くPRするとともに、市の入札制度における優遇措置等を行っ
た。
〔表彰事業所数〕15事業所

10万9千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

広島市男女共同参画推進事業
所表彰

男女共同参画の推進等に積極的な取組を行っている事業所を表彰
し、表彰事業者を広くPRするとともに、市の入札制度における優
遇措置等を行った。
〔表彰事業所数〕4事業所

23万7千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

保育園の整備 待機児童の解消及び保育環境の改善を図るため、私立保育園の新
設及び増改築等を行った。（15園分、保育園定員増：973人）

13億1,753万8千円

幼稚園の預かり保育 私立幼稚園が実施する夏休みなど長期休暇期間中の預かり保育事
業に対して補助することにより保育園入園待機児童増加の抑制を
図った。
〔実施園数〕49園

933万8千円

公立保育園の民間移管 原保育園ほか民間移管予定園の保護者と意見交換会を実施すると
ともに、民間移管予定園９園の保護者と合同の意見交換会を実施
した。また、原保育園と舟入保育園で耐震診断調査を実施した。

275万1千円

延長保育 保護者の勤務時間や通勤時間を考慮して、通常（昼間）保育の
後、１時間、２時間又は４時間の延長保育を111園で行った。（定
員3,797人）

10億5,455万8千円

病児・病後児保育 保育園入園児童等が病気の回復期等で集団保育が困難な期間、医
療施設に付設された保育室において一時的に預かった。

1億1,478万7千円

２　保育サービスの充実
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療施設に付設された保育室において一時的に預かった。
〔実施施設数〕9施設

1億1,478万7千円

休日保育 日曜・祝日等に保護者が勤務している等の理由により、保育に欠
けている児童を私立保育園（3園）及び公立保育園（1園）で保育
した。

580万6千円

一時預かり 保護者の労働・傷病などやむを得ない理由及び保護者の子育てに
伴う心理的、肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に
保育が必要になった場合に、月に9日程度の保育を行った。
〔実施園数〕49園

4,659万2千円

産休、育休明けの円滑な入園
方策等の検討

産休、育休明け後、円滑に保育サービスを受けられるようにする
ため、保育園における産休、育休明け保育予約制度の導入などに
ついて検討を行った。

0円

子育て短期支援事業 ・短期入所生活援助事業
保護者が疾病等の社会的な事由や子育てに対する不安、看病疲れ
などによる精神的、身体的な理由で家庭における子どもの養育が
一時的に困難になった場合、児童養護施設及び乳児院において受
け入れる体制を引き続き整えた。
〔実施施設数〕8施設
・夜間養護等事業
保護者が夜間又は休日に仕事等の事由により不在で、子どもの世
話が十分にできない場合、児童養護施設において受け入れる体制
を引き続き整えた。
〔実施施設数〕2施設

318万6千円

私立保育園の運営基盤の強化 給与改善費補助、職員定着促進費加算、運営改善費助成などによ
り私立保育園の運営に対する助成を行った。（給与改善費補助75
園、職員定着促進費加算11園、運営改善費助成50園）

1億9,686万9千円

新保育カリキュラムの作成 国の保育所保育指針の改正に伴い、新保育カリキュラムを作成
し、保育園に配布するとともに研修を行った。

218万5千円

29



新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

区の拠点保育園事業 拠点園機能について公立保育園にアンケートを実施した。

0円

保育園職員の資質向上 公・私立保育園の保育士等を対象に職層別研修、職場研修、派遣
研修等を行い、資質の向上を図った。

214万4千円

認可外保育施設保育従事者研
修

認可外保育施設の保育従事者に対し、保育の実施に必要な知識及
び技術に関する研修を行い、保育従事者の資質の向上を図った。

5万8千円

認可外保育施設指導監督 認可外保育施設について、適正な保育内容及び保育環境が確保さ
れているか否かを確認し、必要な指導を行うため、立入調査を実
施した。
〔立入調査施設数〕80施設

0円

認可外保育施設職員の衛生管
理

認可外保育施設の保育従事者や調理職員等に対し、衛生管理を強
化することにより、子どもの感染症予防などを図った。

27万3千円

きんさい！みんなの保育園事
業（認可外保育施設との交
流）

認可外保育施設の子どもを保育園に招き、保育園児との交流を行
うとともに、認可外保育施設の職員に対して、保育内容等に関す
る情報提供を行った。

※５に含む

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

３　就労環境の整備
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

男女共同参画・子育て支援資
金融資制度

男女共同参画及び子育て支援に積極的に取り組む中小企業を支援
するために、平成２０年度に創設した男女共同参画・子育て支援
資金融資制度の利用促進を図った。

0円

事業所内保育施設の設置の促
進

設置について相談に応じるとともに、指導・助言を行った。

0円

事業所向け男女共同参画支援
講座の実施

中小事業所の研修会等の場に専門の講師を派遣し、女性の活躍推
進や仕事と家事・子育てを調和できる雇用環境づくりの意義等に
ついての講座を開催した。
〔開催回数〕1回

9千円

雇用環境づくりセミナーの開
催

仕事と家庭の調和の必要性についての理解促進等のため、国･県等
と共同で、事業所の人事労務担当者などを対象にセミナーを開催
した｡
〔参加者数〕142人

6万円

事業所等への情報提供サイト
の運営

事業所等の職場における男女共同参画の取組に役立つ情報を提供
するサイトの掲載内容の充実を図った｡

1万3千円

経営者団体等の機関紙への啓
発文の掲載

経営者団体等の機関紙に男女の仕事と家庭の調和等に関する啓発
文掲載を依頼した。
〔団体数〕広島商工会議所ほか5団体

0円

女性起業家サポート事業 起業経験を持つ女性経営者（女性起業家サポーター）から女性起
業家に対して、女性起業家が抱える様々な問題への対応について
助言を行った。
〔実施件数〕10件

30万円

新

女性の就労支援についての検
討

女性の多様な就業ニーズに対応した就労支援を行うため、在宅
ワークの業務量などに関する事業所アンケート調査を行った。

115万1千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

家庭訪問指導事業 産後間もない時期に、保健師、助産師による家庭訪問指導を行
い、子育て支援が必要な家庭や子育てが困難な家庭を把握し、子
育てに関する情報提供や相談・助言等を行った。
〔訪問件数〕延べ4,909件

817万6千円

地域子育て支援拠点事業 各区の地域子育て支援センターにおいて、子育てに対する不安等
の相談指導、子育てサークルの育成支援、親子ふれあい教室等の
育児講座・地域子育て支援連絡会の開催、子育てリーダー等子育
て支援者の養成・育成、子育て応援情報マップの作成による子育
て情報の提供等を行った。
〔子育て支援相談員登録人数〕127人

1億254万円
※４

家庭児童相談室 子どもの問題で困ったり、悩んでいる親等に対し、各区保健福祉
課に配置する家庭相談員が相談に応じ、必要な助言指導を行う。
〔相談者数〕延べ12,313人

13万3千円

つどいの広場事業 健康科学館において、乳幼児をもつ親とその子どもがいつでも気
軽につどい、交流を図る場を提供するとともに、子育てに関する
相談や講習などを通して子育ての負担感の緩和及び乳幼児の健康
づくりの推進を行った。
〔利用者数〕20,251人

604万7千円

常設オープンスペースの設置 子育て中の親子がいつでも気軽に行くことができ、自由に交流で
きる常設のオープンスペースを各区に１か所設置した。（「つど
いの広場」を設置している中区を除く全区）
〔22年度まで〕中区を除く全区に設置済

※４に含む

４　子育て家庭に対する養育支援
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〔22年度まで〕中区を除く全区に設置済
※４に含む

地域のオープンスペースの設
置の促進

地域の子育て支援関係者が運営する子育て中の親子が自由に集い
交流することができるオープンスペースの設置を促進した。
〔設置か所数〕164か所

※４に含む

きんさい！みんなの保育園事
業

多様化する地域の子育てニーズに対応するため、保育園の有する
専門的機能を活用し、園庭開放、育児講座などを行うことで、地
域の子育て家庭における親の子育てに対する不安を解消し、家庭
の子育て力向上のための支援を行うとともに、地域社会との交流
により地域福祉の増進を図った。

1,326万3千円
※５

就学前教育・保育推進事業
（園庭開放）

幼稚園を定期的に開放するなどして、子育て相談や子育て情報の
提供を行った。

94万4千円

おひざにだっこのえほん事業 乳幼児期から親子が絵本を通してふれあい、読み聞かせやおはな
しを楽しむため、こども図書館において乳幼児向け絵本のブック
リストを作成し、各区保健センターにおいて４か月児健康相談時
に配布した。

指定管理料に含む

家庭教育講座の充実 家庭教育を支援するため、公民館において、保護者に対し、子育
てや親の役割など家庭教育についての学習会を、子どもの発達段
階に応じて実施した。また、飲酒と喫煙等子どもの健康に関する
講座を実施した。

指定管理料に含む

公民館学習会・子育て支援事
業

「子育て広場」、「子育て講座」、「子育てサポーター養成講
座」等を公民館で開催し、地域における子育て支援の輪を広げ
た。
〔参加人数〕延べ51,431人

指定管理料に含む

家庭教育相談 女性教育センターにおいて、家庭教育に対する相談を行い、助言
や指導を通して家庭教育の充実を図った。

指定管理料に含む
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

男女共同参画啓発・情報冊子
の作成

男女共同参画情報誌「でゅえっと HIROSHIMA」や、男性が家事や
子育てに参画するきっかけづくりとして、子育てを行う世代の男
性を対象としたワーク・ライフ・バランス（WLB）に関する冊子を
作成し、配布した。
〔配布数〕情報誌4,500部・WLB冊子14,500部

90万6千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

ひとり親家庭相談支援の充実 各区保健福祉課に母子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の相談
や指導・助言を行った。
〔相談件数〕19,890件 2,117万8千円

特別相談事業 ひとり親家庭等の法律的な問題について、弁護士が相談に応じ
た。
〔相談回数（件数）〕36回（89件）

76万4千円

ひとり親家庭等日常生活支援
事業

ひとり親家庭等が疾病などの社会的事由、自立促進に必要な事由
などにより、一時的に日常生活に支障があるとき、家庭生活支援
員を派遣し、必要な介護及び日常生活の世話等を行った。
〔派遣時間〕1,259時間

251万5千円

ひとり親家庭等児童訪問援助
事業

ひとり親家庭の小・中学校の子どもを対象に大学生等を派遣し、
悩みの相談に応じた。
〔派遣回数〕164回

52万8千円

５　ひとり親家庭への支援
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ひとり親家庭健全育成事業の
促進

母子会が実施する親子のふれあいや交流の事業を促進し、ひとり
親家庭の健全育成を図った｡
〔参加者数〕461人

53万6千円

母子家庭育成支援事業 若年のひとり親家庭の子どもの健全育成を図るため、親子が楽し
める観劇会等の行事を母子会との共催により行った。
〔参加者数〕298人

22万1千円

ひとり親家庭等生活支援講習
会

ひとり親家庭等を対象に、料理教室や健康づくり教室などの生活
支援講習会を開催した。
〔実施回数（参加人数）〕40回（1,258人）

56万7千円

保育料の軽減 ひとり親家庭または在宅障害者(児)がいる家庭で、所得税非課税
で市民税が課税されている世帯について、保育料を軽減した。
〔軽減件数〕400件

0円

保育園入園の優先的取扱い ひとり親家庭の自立の促進を支援するため、保育園の入園を優先
的に取り扱った。

0円

母子生活支援施設入所措置 母子家庭の母と子どもを共に保護し、生活・住宅・教育・就職そ
の他について援護した。
〔世帯数〕72世帯

1億6,420万3千円

児童扶養手当 母子家庭等の子どもの福祉の増進を図るため、手当を支給した。
〔受給者数〕9,218人

新

父子家庭への児童扶養手当 児童扶養手当を父子家庭に対しても支給した。
〔受給者数〕336人

43億3,924万1千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

遺児福祉手当 父又は母を失った子ども及びこれに準ずる事情にある子どもの福
祉の増進を図るため、手当を支給した。
〔受給者数〕1,838人

3,672万6千円

母子福祉資金貸付 母子家庭の経済的自立と生活意欲の向上を図るため、各種資金を
貸し付けた。
〔貸付件数〕1,214件

5億3,808万7千円

ひとり親家庭等医療費補助 ひとり親家庭等の医療費の保険診療分の自己負担相当額の補助を
行った。
〔受給者数〕22,405人

8億7,781万8千円

旅客鉄道会社定期乗車券割引 児童扶養手当受給世帯等の通勤定期乗車券を割引した。

0円

税負担の軽減 ひとり親家庭の所得税、市・県民税について、寡夫・寡婦控除を
行った。
〔軽減件数〕母子12,237件　父子1,484件

0円

水道料金の減免 ひとり親家庭等の水道料金の0～10㎥相当額（1か月につき）を減
免した。
〔減免件数〕延べ49,325件

8,559万8千円

下水道使用料の減免 ひとり親家庭等の下水道使用料の20㎥までの使用料相当額を減免
した。
〔減免件数〕延べ47,229件

6,951万5千円
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〔減免件数〕延べ47,229件
6,951万5千円

母子家庭等就業支援事業 母子家庭の母等に対し、就労に必要な知識や技能を習得させるた
めの就業支援講習会、就労に関する情報提供や相談、職業紹介等
を実施し、総合的な就業支援を行った。
〔講習会〕185人
〔セミナー〕88人
〔相談〕2,948件
〔自立支援プログラム策定〕154件

1,857万3千円

母子家庭自立支援給付金事業 母子家庭の母の経済的自立を促進するため、職業訓練の機会を増
やし、就職に有利となる資格・技能取得を支援するために給付金
等を支給した。
〔教育訓練給付金〕9人
〔高等技能訓練促進費〕115人

1億5,872万6千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

同時入園等による保育料の軽
減

同時期に２人以上の子どもが保育園に入園している世帯等の保育
料を軽減した。
〔軽減件数〕4,296人

0円

私立幼稚園就園奨励費補助 入園料及び保育料を減免する私立幼稚園に対し、補助を行うこと
により、保護者の経済的負担の軽減を図った。

12億3,035万3千円

特別支援教育就学奨励 市立小・中学校の特別支援学級に就学する子どもや通級指導教室
に通級する子ども及び特別支援学校に就学する子どもの保護者に
対し、学用品費や交通費などを援助した。

1,993万1千円

新

公立高等学校授業料無償化等 市立高等学校の授業料を無償とした。

0円

６　子育て家庭の経済的負担の軽減
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

養育医療給付 指定された医療機関で入院養育が必要とされた未熟児に対して医
療の給付を行った。

6,520万7千円

療育給付 長期の療育を必要とする結核の子どもに対し、指定医療機関にお
いて医療の給付と学習の援助を行った。

0円

育成医療給付 身体に障害のある子どもに対し生活能力を得るために必要な医療
の給付を行った。

4,158万4千円

小児慢性特定疾患治療研究事
業

小児慢性疾患のうち、治療が長期にわたる特定の疾患について、
その治療研究を実施するとともに、医療費の助成を行った。

2億8,180万7千円

不妊治療費助成事業 医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる不妊治療に要する
費用の一部を助成した。
〔助成人数〕983人

1億4,110万4千円

乳幼児等医療費補助 小学校就学前の子ども及び小学校１・２年生の発達障害のある子
どもを対象に、医療費の保険診療分の自己負担相当額から一部負
担金の額を控除した額を補助した。
〔受給者数〕62,591人

19億9,827万2千円

療養援護金 乳幼児等・ひとり親家庭等医療費補助制度の対象者が長期入院
（15日以上）した場合に、援護金を支給した。

194万円
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（15日以上）した場合に、援護金を支給した。
194万円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

ファミリー・サポート・セン
ター事業

保護者の急な用事、残業の際の一時預かり、保育園の送迎などに
対応するため、地域における子育ての相互援助活動を行うファミ
リー・サポート・センター（援助を行いたい人と援助を受けたい
人からなる会員組織）事業の推進を行った。
〔会員数〕2,538人

843万3千円

シルバー人材センターの育児
支援

仕事や家事で人手を必要とする者に対して、シルバー会員が自宅
を訪問し、乳幼児や小学校低学年の世話、園児の送迎、塾や稽古
事の付き添い、イベント会場でのベビーシッター、産後の手伝い
を行った。
〔実施件数〕延べ437件

1,160万4千円

各種団体等の活動の促進 子ども会、青少年健全育成連絡協議会、地域活動連絡協議会、保
護司会、市民グループ等の活動の促進を行うとともに、児童館や
公民館を中心とした活動の場の提供や情報提供など各種団体と行
政の連携を図った。（子ども会連合会、青少年健全育成連絡協議
会、保護司会、地域活動連絡協議会)

3,695万9千円

民生委員・児童委員 民生委員児童委員協議会の活動支援及び民生委員・児童委員を対
象とする各種研修を行った。

2億673万5千円

福祉のまちづくりの推進 通路の段差解消、階段等への手すりの設置など諸施設の福祉環境
の整備・改善を図った。
〔市の施設の福祉環境整備率（学校は整備率の対象から除く。）
72.7％〕

2億1,107万9千円

７　地域における子育て環境の充実
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

公園・緑地整備 公園、緑地の整備を行った。
〔公園・緑地面積〕949ha

2億8,681万3千円

身近な公園再生事業 既存の街区公園等を市民が主体となって、独自のルールづくりや
地域のニーズに合った施設づくりを行うことにより、市民が安心
して使える利用しやすい魅力ある公園として再生していく、公園
づくりを支援した。
〔公園再生件数〕26件

119万5千円

低床車両（バス）の導入促進 国と協調して、乗合バス事業者が導入するノンステップバス（低
公害バス）車両の購入費の一部を補助し、公共交通機関のバリア
フリー化を一層促進した。
〔ノンステップバスの車両数〕69台

500万円

低床車両（電車）の導入促進 国及び県と協調して、鉄軌道事業者が導入する低床路面電車車両
の購入費の一部を補助し、公共交通機関のバリアフリー化を一層
促進するための協議を行った。
〔低床路面電車の編成数〕22編成

0円

交通施設のバリアフリー化の
推進

国と協調して、鉄軌道事業者が行うエレベーター等の整備費の一
部を補助し、主要な鉄軌道駅のバリアフリー化の一層の促進を
図った。
〔バリアフリー化された駅の割合〕81.0%

1億4,590万3千円

道路のバリアフリー化の推進 市内ＪＲ主要駅から周辺主要施設までの経路のバリアフリー化を
一層促進した。
〔バリアフリー化した道路の割合〕100％

1億1,520万7千円
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〔バリアフリー化した道路の割合〕100％

市営住宅のバリアフリー化の
推進

子ども連れや妊産婦等に配慮した居住環境を整備するため、安全
かつ容易に外出できるよう階段室型の中層市営住宅へのエレベー
ター設置を推進した。

8,224万9千円

特定優良賃貸住宅の入居促進 市が認定している民間の優良なファミリー世帯向け賃貸住宅を、
家賃助成により子育て世帯等に供給し、居住水準の向上を図っ
た。
〔家賃助成戸数〕104戸

1,940万7千円

新

特賃住宅の入居促進の検討 中堅所得者向けの市営住宅（特賃住宅）に入居される子育て世帯
に対して新たに家賃助成（減額）制度を設け、平成22年度で４件
の入居があった。

0円

妊産婦等が利用しやすい公共
施設等の案内図の提供
（バリアフリーマップの提
供）

市内中心部やＪＲ広島駅周辺の、多くの市民が利用する公共施設
や民間施設のバリアフリー設備の整備状況についての情報をとり
まとめ、平成22年7月からマップ形式で本市ホームページに公開
し、市民に情報提供を行った。

49万1千円

赤ちゃん安心おでかけ事業 赤ちゃんと一緒に外出しやすい環境を整備するため、外出中の授
乳やおむつ替え等のために気軽に立ち寄ることができる施設を
「にこにこベビールーム」として登録、公表するとともに、施設
へのおむつ交換台や授乳スペースを設置した。
〔登録施設数〕285か所
また、商店街の空き店舗等を活用して、子育て家庭が利用できる
子育て支援スペースの設置や一時預かりの実施などの促進策につ
いて、子ども・子育て支援推進ネットワーク会議において、意見
交換等を行った。

381万1千円

マタニティマークの普及促進 妊産婦が身につけるマタニティマーク入りキーホルダーを配布
し、周囲に妊婦であることを示しやすくする等により、妊産婦に
優しい環境づくりを推進する。

0円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

ひろしま型カリキュラムの推
進

言語運用能力・数理運用能力を身につけ、思考力、判断力、表現
力を向上させる本市独自の教育課程を全小・中学校に導入し、推
進した。

1億7,470万6千円

少人数教育の推進 小学校１年生から中学校１年生に、順次３５人以下の学級を導入
し、義務教育９年間を見通した少人数教育による個に応じたきめ
細かな指導を進めた。
○「少人数教育推進のための段階的プラン（第Ⅰ期）」
・20年度：小学校１年生～３年生及び中学校１年生に導入
・21年度：小学校４年生に拡大
・22年度：小学校５年生に拡大
・23年度：小学校６年生に拡大〔段階的プラン（第Ⅰ期）達成〕
○中学校１年生

生徒数が３０人を超える学級の場合に、県費措置に加え、市費
で非常勤講師を配置し、国語・数学・英語において１学級を２つ
のグループに分けるか、または、ティームティーチングによる少
人数指導を実施した。
○中学校２・３年生
生徒数が学級平均３０人を超える学級で、国語・数学・英語の授
業において、習熟度別指導（学習内容の習熟の程度に応じた指
導）を実施した。

9億2,959万8千円

学校教育ＩＣＴ化支援事業 国（文部科学省）から委託を受け、平成２０年度から平成２２年

１　知・徳・体の調和のとれた教育の推進

基本目標Ⅲ　豊かな教育環境をつくります
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学校教育ＩＣＴ化支援事業 国（文部科学省）から委託を受け、平成２０年度から平成２２年
度の３年間の計画で、情報機器を活用した学習指導計画、デジタ
ル教材の作成及び教育の情報化を推進するためのサポート体制等
に関する実践研究を行った。

704万3千円

学力・体力向上プロジェクト
事業
・学力向上推進事業
・体力向上推進事業

学力向上プロジェクトを設置し、授業改善推進校における事業改
善や、小中連携教育推進校における９年間を見通した教材開発な
ど、学力向上に資する取組を行い、その成果を全校に普及させ
た。
また、体力向上支援委員会において、「授業前運動プログラム」
のモデル実施など、体力向上に資する取組の効果検証を行い、そ
の成果を全校に普及させた。

385万1千円

規範性をはぐくむ教育の推進
事業

教材・活動プログラム（平成２１年度開発）の活用についての研
修会を開催し、教員の道徳の授業力を向上させるための取組を
行った。

158万5千円

学校人権教育推進事業 人権教育に関する教職員の理解を深めるための研修会を実施する
とともに、研究推進校における公開研究会の実施やホームページ
での取組の公開により、実践的な研究成果の普及を図った。

180万9千円

学校評価の推進 学校経営や教育活動の充実・改善を図るため、効果的・効率的な
自己評価、学校関係者評価を推進するとともに、専門家による第
三者評価を実施した。

126万円

学校図書館活性化推進事業 拠点校を定めて学校図書館の司書業務を担当する事務職員を配置
するとともに、市立小･中学校に学校図書館業務を担当する臨時事
務職員を配置することにより、学校図書館を活性化させ、子ども
の読書活動の一層の充実を図った。

2億8,036万4千円

体力つくりジャンプアップ事
業

体力つくりのための目標を設定し、年間を通じて取り組む１校１
体力つくり事業を推進するとともに、「体力優秀賞」の交付等を
行った。
〔体力優秀賞の交付〕]2,554人

116万7千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

いきいき体験オープンスクー
ル

自然環境に恵まれた筒瀬小学校、似島小学校・似島中学校におい
て、通学区域外からの通学を認め、自然を生かした体験活動など
を取り入れた教育を行った。

47万6千円

感動体験推進事業 特色のある体験活動（食・文化・芸術・ものつくり・環境・福
祉・修養・自然・仲間つくりなど）を通して、コミュニケーショ
ン能力や社会性の涵養を図った。
〔実施校数〕79校

810万円

伝統文化に関する教育の推進
事業

優れた舞台芸術の鑑賞や専門家によるワークショップの機会を提
供することにより、伝統文化に関する教育を推進した。

47万6千円

文化の祭典 小・中・高等学校における文化芸術活動の成果を発表する場とし
て、文化の祭典を開催した。
〔参加校数〕207校

486万2千円

中学校文化部活動活性化支援
事業

中学校文化部に文化・芸術に造けいが深い地域の人材を招へいし
た。
〔招へいした指導者数〕59人

357万1千円

中学校運動部活動活性化支援
事業

中学校運動部に専門的技術を持つ地域のスポーツ経験者を招へい
した。
〔招へいした指導者数〕64人

343万1千円

運動部活動指導者招へい事業 市立高等学校の運動部活動を活性化させるとともに、競技力の向
上を図るために、専門的な技術指導力を備えたスポーツ指導者を
招へいした。 104万7千円
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招へいした。
〔招へいした指導者数〕7人

104万7千円

Ｄｏスポーツ体育指導者招へ
い事業

小学校・特別支援学校の体育や特別活動の時間に、プロスポーツ
選手や地域のスポーツ経験者を招へいした。（５～６年生を対
象）
〔招へいした指導者数〕512人

66万1千円

さわやかボランティア活動の
推進

校長会等で事例の紹介を行い、市立中学校におけるボランティア
表彰式を開催した。

0円

プロフェッショナル人材活用
事業

高等学校へ大学教授や産業界の第一線で活躍している企業人など
を招へいするとともに、専門高校において実施しているインター
ンシップを支援した。
〔実施時間〕110時間

78万円

高校生の国内・国外留学推進
事業

国際的視野を持った高校生の育成を図るため、７名の高校生を海
外に派遣するとともに、次年度派遣生として６名を選考した。

722万9千円

就学前教育・保育推進事業 就学前教育・保育推進プログラムの研修会などにより、就学前保
育を充実させるとともに、各小学校区において幼稚園・保育園・
小学校の教員等で構成する連携推進委員会を設置し、合同研修会
や交流事業を実施した。

90万1千円

ふれあい活動推進事業 地域の清掃等のボランティア活動や文化・スポーツ交流会等を通
じて、各中学校区内の学校・家庭・地域社会の交流を図った。

835万8千円

広島市立学校特別教室等開放
事業

学校の特別教室等を活用して、学校教育に支障がない平日の夜間
や学校休業日に、地域住民に学習文化活動、まちづくり・ボラン
ティア活動の場を提供した。
〔実施時間〕2,126時間

7万9千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

こどもたちの平和学習推進事
業

各園・校において、被爆体験を聴く会及び平和を考える集い等を
開催するとともに、学校における証言を記録し、教材として活用
できるようにする「平和教育アーカイブス」を幼稚園２園で実施
した。また、平和教育プログラムの骨子案を策定した。

278万円3千円

小・中・高校生によるヒロシ
マの継承と発信

世界恒久平和の実現に貢献する意欲や態度を育成するために「こ
どもピースサミット」、「ひろしま子ども平和議会」を開催する
とともに、「平和への誓い」アクションプログラムにより平和交
流を行った。
〔こどもピースサミットへ作品を応募した学校の割合〕93.6％

141万円

中・高校生ピースクラブの開
催

中・高校生を対象に、原爆被害の実相等を講座、実習及びグルー
プ研究により深く学ぶ場を提供した。
〔参加人数〕24人

13万5千円

新

平和学習出張講座 小・中学校に講師を派遣し、平和学習講座を開催した。
〔実施校数〕10校

21万2千円

こども平和キャンプの開催 夏休みを活用して、小学校４年生から中学校３年生を対象に平和
について学習する場を提供した。
〔参加人数〕50人

33万4千円

修学旅行生への被爆体験講話
等

平和記念資料館において、被爆体験証言者による講話や原爆記録
ビデオ等の上映等を行った。

２　多様な教育の推進

38

等 ビデオ等の上映等を行った。
〔実施件数〕1,993件

603万6千円

被爆体験記等の朗読事業の実
施

修学旅行生などを対象に朗読会を開催するとともに、学校等への
出前朗読会、朗読セットの貸し出しなどを行った。
〔開催回数・貸し出し件数〕朗読会213回・貸し出し23件

245万6千円

広島・長崎市児童生徒平和の
つどい

広島・長崎市の子どもが、平和学習等を通じて、平和意識の高揚
と被爆体験の継承を図るとともに、集団生活を通して、社会性、
協調性、自主性を養い、青少年リーダーとしての資質向上を図っ
た。
〔参加人数〕88人

83万9千円

ひろしま子ども平和議会の開
催

広島を訪れる青少年に対し、広島の地から平和のメッセージを発
信する機会を提供した。
〔修学旅行生による開催〕3校

69万2千円

平和記念資料館学習ワーク
ブックの作成

修学旅行生や市内の子どもが被爆の実相をより効果的に学ぶこと
ができる平和記念資料館学習ワークブックを作成・配布した。

304万8千円

姉妹・友好都市等青少年国際
交流事業

青少年国際平和未来会議及び広島市・大邱広域市青少年交流事業
において、姉妹友好都市等の青少年と本市の青少年が交流を行
い、次代を担う青少年の世界平和への意識を高めた。

956万9千円

インターネットによる平和情
報の発信

「広島市ホームページ（原爆・平和）」、「ヒロシマ・ピース・
サイト」、「キッズ平和ステーション」、「平和記念資料館バー
チャル・ミュージアム」、「平和記念資料館メール・マガジン
（月１回）」を通じて、原爆・平和に関する情報を世界に発信し
た。

337万4千円

環境を考慮した学校施設の整
備

壁面緑化を通して環境教育を行った。

178万円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

学校給食牛乳パックのリサイ
クルの推進

実施校の取組状況と成果を市立小・中学校に紹介するとともに、
関係部局とも連携して環境教育の重要性について学校への啓発を
行った。

0円

学校給食によるごみの量の削
減

学校給食指導の充実に取り組むとともに、食べ残しを減らすため
の方向性を示し、ごみの削減に努めた。

0円

高校生による温暖化対策チャ
レンジ事業

市立広島工業高等学校において、環境センサーネットワーク研
究、学校施設の温暖化対策研究を行うとともに、二酸化炭素濃度
センサーの自主開発を行った。

271万6千円

学校におけるＣＯ2見える化推
進事業

子どもの地球温暖化対策に対する意識を高めるため、モデル校に
二酸化炭素濃度センサーを設置し、濃度表示（CO2見える化）を
行った。
〔二酸化炭素濃度センサー設置校数〕6校

52万円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

いじめ・不登校等対策ふれあ
い事業

ふれあいひろば推進員が、不登校・不登校傾向の子どもに対し
て、校内外で相談活動等の支援を行うとともに、いじめ等に関す
る緊急的な対応を行った。

1億794万7千円

学校問題解決支援事業 生徒指導上の課題に適切に対応するため、スクールサポート指導
員を随時学校へ派遣するとともに、解決が困難な生徒指導上の課

３　いじめ、不登校、非行等対策の充実
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員を随時学校へ派遣するとともに、解決が困難な生徒指導上の課
題に対して弁護士等が専門的知見をもって学校への助言を行っ
た。
〔スクールサポート指導員人数〕8人

372万1千円

スクールカウンセラー活用事
業

中・高等学校にスクールカウンセラーを配置し、子ども及び保護
者、教職員への相談や助言を行った。
〔配置校数〕70校

1億2,293万6千円

不登校児童生徒適応指導教室
(ふれあい教室)の運営

不登校児童生徒の社会的自立や学校復帰を目的にグループ活動指
導、学習指導、カウンセリング等を行った。
〔適応指導教室(ふれあい教室)数〕4教室

4,773万7千円

いじめ・不登校等予防的生徒
指導推進事業

市立小・中学校において、「子どもの人間関係づくり推進プログ
ラム」及び「いじめ・不登校等への早期支援プログラム」を実施
した。

49万2千円

青少年総合相談センターの運
営

青少年問題への総合相談機関として「青少年相談」、「いじめ１
１０番」、「障害のある子どもについての就学・教育相談」、
「暴走族の加入防止・離脱相談」など様々な問題に対し、専門ス
タッフによる対応と関係機関等との連携により適切な支援を行っ
た。
〔相談件数〕延べ7,406件

799万1千円

研修事業 幼稚園教育、いじめ・不登校、カウンセリング等をはじめとする
生徒指導に係る教職員研修を体系的に行った。

36万円

「ひきこもり」への支援につ
いて検討

「ひきこもり」状態にある子どもの実態把握に努めるとともに、
関係機関による事例検討会を開催し、支援の方策を検討した。
〔事例検討会〕2回

0円

情緒障害児に対する入所・通
所治療

愛育園（情緒障害児短期治療施設）への入所又は通所により、い
じめ、不登校をはじめ、心に悩みや苦しみを抱える子どもに対
し、治療、援助を行った。 1億7,897万8千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

家族療法事業 ひきこもりや不登校児童を抱えた家族を支援するため、愛育園
（情緒障害児短期治療施設）において、子どもと家族との合同面
接や宿泊による家族との話し合いなど家族全員を対象とした治療
を行った。
〔合同面接〕52件　〔家族宿泊〕7件

1,700万9千円
※６

スクールソーシャルワーカー
活用事業

スクールソーシャルワーカーが、関係機関等とのネットワークを
活用するなどして、課題を抱える子どもや家庭に対する相談や支
援を行った。

1,101万3千円

ふれあいの友（メンタルフレ
ンド）訪問援助事業

ひきこもり・不登校児童に対して、兄や姉に相当する大学生等を
その家庭に派遣し、子どもとのふれあいを通じて不登校児童の成
長を促した。
〔派遣回数〕213回

42万6千円

地域交流事業 ひきこもりや不登校児童を支援するため、愛育園（情緒障害児短
期治療施設）の子どもと在宅の不登校児童を集めての交流グルー
プワークや地域住民を招いての行事の実施、学校への講師派遣、
ボランティア研修会などを実施した。
〔交流グループワーク〕 36件

※６に含む

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

思春期保健対策事業 中・高校生や保護者等を対象とした思春期保健についての講演会
等を開催するとともに、関係部署と思春期問題の共有化や課題へ
の対応策等について協議を行った。
〔講演会実施回数〕11回

27万1千円

４　青少年の健全育成等
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〔講演会実施回数〕11回
27万1千円

思春期保健教育の充実 市立の小・中・高等学校、特別支援学校で、学習指導要領に基づ
き、年間計画のもと、子どもの発達段階に応じた性教育(エイズ教
育含む。)を実施した。

0円

思春期を対象としたメンタル
ヘルスのリーフレットの作
成・配布

思春期を対象としたリーフレット「ひとりで悩まないで～思春期
のあなたへ～」を、15,000部作成し市内の高校1年生に配布した。

8万7千円

高校生保育ボランティアの活
動支援

保育ボランティアグループが実施する保育園での実習や自主活動
について、支援スタッフとともに指導助言を行った。

2万5千円

保育園における保育体験学習 小・中・高校生に、保育園において乳幼児とふれあう機会を提供
した。
〔実施園数〕公立保育園73園

0円

保健センターにおけるふれあ
い体験学習

中・高校生等を対象に、育児教室等で乳幼児とのふれあい体験の
機会を提供する。
〔実施回数〕75回

0円

学校内完全禁煙 喫煙防止教育の指導効果を高め、子どもの喫煙をなくすことを目
的として、市立の全学校内完全禁煙を実施している。

0円

販売店等に対する未成年者飲
酒・喫煙防止の要請

「広島市未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会」を通
じて、販売時の年齢確認を徹底するよう要請した。

0円

未成年者の禁酒・禁煙環境づ
くり事業

関連団体・関連事業者・行政機関で構成する「広島市未成年者の
禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会」でキャンペーンを実施す
るほか、「未成年者の禁酒・禁煙川柳」を募集し、優秀作品を市
のホームページ等で広報することにより、啓発を図った。

115万1千円
※７

40



新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

飲酒・喫煙・薬物乱用防止教
育

市立小・中・高等学校等において、専門家を招へいし、飲酒・喫
煙・薬物乱用防止教室を開催した。

20万8千円

新

「命の大切さを伝える教育推
進プログラム」の策定

命の大切さを伝え、自他の命を共に尊重する力を身に付けさせる
ため、「エイズ・がん予防、思春期の性・悩み対策」、「飲酒喫
煙薬物乱用の防止」、「学校安全対策（不審者対応）」について
の検討会議を設置し、指導プログラムの策定及び教材の作成を行
い、市立小・中・高等学校への全校展開を図った。

41万8千円

高等学校の精神保健に関する
研修会

精神保健に関する事例研究を通して、相談指導体制の充実を図っ
た。

0円

こころの健康相談
(広島市学校保健会)

子どもの指導に悩みのある教職員や保護者を対象に相談員が相談
に応じるとともに、状況により専門医師による指導助言を実施し
た。 362万2千円

こころの健康相談
(各区保健センター)

各区保健センターにおいて、精神科医師等がこころの病等に関す
るさまざまな相談に応じた。
〔精神科医による相談実施回数〕164回 485万8千円

思春期精神保健に関する相談
指導

思春期相談や診療、中・高等学校教員への技術援助・研修の実施
や市立高校精神保健連絡会を開催した。
〔実施回数〕思春期相談・診療388回、技術援助21回、教育研修1 326万5千円
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〔実施回数〕思春期相談・診療388回、技術援助21回、教育研修1
回、精神保健連絡会2回

326万5千円

舟入病院小児心療科外来 摂食障害や不登校など思春期のこころの問題について、医療面か
らケアし、こころの健全な発達を支援した。
〔診療実施実人数〕摂食障害4人・不登校46人・その他120人  1億896万7千円

ひきこもりがちな青少年への
支援事業

ひきこもりがちな青少年に対し、社会体験活動の提供等の支援を
行った。

96万1千円

若者の自立・就労支援対策事
業

ニートの状態にある若者等の支援のため、フリースペースの提
供、セミナー・講演会の開催等を行った。
〔フリースペースの延べ利用者数〕1,256人
〔セミナー開催数〕4回
〔講演会開催数〕4回

601万1千円

青少年支援メンター制度の推
進

人生経験の豊富な大人（メンター）と子どもが継続的・定期的に
交流することにより、子どもの精神的成長を促すとともに、生活
習慣の確立や学力の向上を図った。
〔交流実施組数〕127組

660万4千円

青少年によい環境をあたえる
運動

７月に区や地区で街頭活動、有害環境の浄化活動等を実施した。

72万2千円

青少年健全育成強調月間 11月に市・区青少年健全育成大会を開催し、青少年の健全育成を
図った。 142万3千円

電子メディアと子どもたちと
の健全な関係づくりの推進事
業

平成２０年７月に施行した「青少年と電子メディアとの健全な関
係づくりに関する条例」を周知させ、フィルタリングの啓発を行
うとともに、ノー電子メディアデー（平成２１年度まではノーテ
レビデー）の推進、電子メディア・インストラクター養成講座の
開催等を行った。

250万5千円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

「電子メディア子ども会議」
の開催

「電子メディア子ども会議」を開催し、子どもたちの電子メディ
アの利用実態を把握し、子どもたちと意見交換しながら、電子メ
ディアとの健全なかかわり方について報告書をまとめた。

15万3千円

暴走族加入防止・非行防止教
室

暴走族加入防止や犯罪防止等に関する内容を学習する「暴走族加
入防止・非行防止教室」を市立の小・中・高等学校、特別支援学
校で実施した。

0円

青少年指導員街頭補導・環境
浄化活動

各地区の青少年指導員が、各小学校区内を巡回し、問題行為少年
の早期発見、早期指導及び環境浄化活動を行った。また、青少年
指導員に対する研修を充実させるとともに、学校・警察等の関係
機関との連絡会議の実施等を通して、関係機関との連携を強化し
た。
〔研修会〕４回、〔連絡会議〕９回開催

1,838万4千円

暴走族加入防止対策推進事業 暴走族及び暴走族予備軍への加入を未然に防止する活動や非行か
らの立ち直り支援の実施により、暴走族加入防止の推進を図っ
た。

89万5千円

新

非行少年対策関係機関連携事
業

学校、警察、施設、関係機関を直接訪問するなど緊密に連携し、
「暴走族及び暴走族予備軍」について情報を共有し対策を検討し
た。また、定期的に非行少年対策関係機関連絡会議を開催し、実
態把握や、対応について各機関の役割を確認した。

2万2千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

５　安全・安心なまちづくり
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

子どもの安全対策推進事業 地域学校安全指導員による巡回指導、毎月２２日の「子ども安全
の日」における安全に関する取組、「８・３運動」（登校時の午
前８時前後と下校時の午後３時以降を中心に子どもを見守る。）
を展開するとともに、こどもの見守り活動事例集を作成し、地域
団体に配布することで、見守り活動の充実を図った。また、安全
意識啓発マップづくりや防犯ブザーの所持・携帯の推進など、子
どもの自己防衛意識の高揚に取り組んだ。

4,138万9千円

「こども１１０番の家」事業 子どもが危険にさらされ、助けを求めてきた場合の緊急避難場所
の設置を促進し、地域全体で子どもを見守る運動を進めた。
〔設置か所数〕13,066か所 31万9千円

安心・安全な通学路の整備事
業

学校や区役所が中心となって実施した安全点検に基づき、歩道整
備など安全対策に取り組む。 3,783万1千円

「減らそう犯罪」推進事業 各区において地域団体や警察等との推進体制の強化、防犯講習会
の開催などに取り組むとともに、自転車盗難防止対策等の事業を
行った。

628万2千円

防犯組合連合会事業（地域安
全活動事業）の促進

市民の防犯意識の高揚、各種犯罪の予防と少年の非行防止を目的
として、各種の事業を実施している防犯組合連合会へ事業補助を
行った。

669万9千円

学校での交通安全教育の推進 交通事故から身を守る意識を高めるため、関係機関や団体等との
協力･連携により、交通安全教育（歩行者のマナーや正しい自転車
の乗り方等）を推進する｡

0円
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新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

中・高校生に対する交通安全
副読本の作成

中学校１年生及び高校１年生を対象とした交通安全副読本を作成
し、市内の全中・高等学校の新入生に配付した。
〔配付部数〕中学校13,229冊　高等学校12,021冊

39万3千円

チャイルドシート普及啓発事
業

交通事故から乳幼児の生命を守るためチャイルドシートの正しい
取り付け方の講習を行った。
〔受講者数〕123人

6万6千円

新

幼児２人同乗用自転車の安全
利用の促進

広島県道路交通法施行細則が改正され、平成２１年７月から幼児
２人同乗用自転車に限って、６歳未満の幼児を２人同乗させるこ
とが認められたため、安全利用講習会を行った。
〔開催回数〕7回

50万6千円

新規 事業名 実施状況（概要）
２２年度

決算見込額

新

子どもの権利普及・啓発事業 子どもの主体性や社会性を高めるとともに、子どもの権利につい
て普及啓発を図るため、子ども・保護者参加型のイベント「旧日
銀をあそぼう！」を開催した。 平成22年11月14日(日) 旧日本
銀行広島支店
〔参加者数〕約800人

23万1千円

子ども条例の制定に向けた取
組の推進

子ども条例の制定についての市民の理解を深めるため、パンフ
レットを作成・配布、広報番組や広報紙を通じての広報、シンポ
ジウムや市民説明会の開催など、条例素案について市民への周知

274万8千円

１　子どもの権利を保障するための環境整備

基本目標Ⅳ　子どもが社会に参加するための環境をつくります
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ジウムや市民説明会の開催など、条例素案について市民への周知
を図った。

274万8千円

人権啓発資料作成 様々な人権問題の正しい理解と認識を深めるため、広く市民や企
業等に対して、人権啓発広報紙、啓発パンフレット、人権カレン
ダーなどを作成・配布した。

1,027万4千円

人権講演会 市民一人一人が人権を尊重し、人権問題に対する正しい理解と認
識を深め、問題解決の意欲と実践力を培うことを目的として講演
会を開催した。
〔参加人数〕600人

43万5千円

人権パネルの展示 区民まつりや区役所ロビー、人権啓発フェスティバルにおいて、
人権パネルを展示し、市民の人権尊重意識の高揚を図った。

38万2千円

人権標語の募集 小・中学生をはじめ広く市民から人権標語を募集・選定し、優れ
た作品を啓発事業に活用した。
〔応募作品数〕19,634点

17万3千円

人権啓発指導員の派遣 地域団体や企業等での人権問題研修に講師として派遣した。
〔派遣回数〕121回

3万4千円

人権教育の推進 公民館を中心とする社会教育施設において人権教育講座を開催
し、市民の人権に関する学習活動を支援した。
〔参加者数〕延べ14,806人

19万8千円

新

総合相談支援拠点機能の整備
の検討

子どもに関する総合的な相談支援を行う組織体制について検討し
た。

0円

ひろしまチャイルドライン
（子ども電話相談）運営に対
する助成

ＮＰＯ法人「ひろしまチャイルドライン子どもステーション」が
実施する電話相談のフリーダイヤル電話料金の一部を助成した。

25万8千円
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決算見込額

新

子どもの意見表明の機会の確
保

子どもたちの電子メディアの利用実態を把握し、子どもたちと意
見交換を行い報告書をまとめた「電子メディア子ども会議（再
掲）」や自立した大人になるための子どもと大人によるワーク
ショップ「未来の大人を育むためのまちづくり」、世界恒久平和
の実現に貢献する意欲や態度を育成するために「こどもピースサ
ミット」、「ひろしま子ども平和議会」の開催など子どもの意見
表明の機会や場の充実を図った。

0円

新

未来の大人をはぐくむための
まちづくり（東区魅力向上プ
ロジェクト）

子どもと大人によるワークショップを開催し、子どもが生命の尊
さや人が互いに支えあうことの大切さを実感しながら育ち、自立
した大人になるための四つの実践プランが提案され、子どもたち
が区民大会で報告した。さらにこの試行イベントとして「戸坂松
笠山登山」、「東区ぼくらのオトナビ大作戦～みんなあつまれ
こころもからだもポッカポカ～」を実施した。

174万9千円

ボランティア活動の推進 広島市社会福祉協議会が、学校、地域社会、企業、団体を対象と
して、福祉活動体験学習を行い、福祉教育を推進した。

282万5千円

２　子どもの社会参画の促進
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