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広島市子ども・子育て支援事業計画　施策体系

●基本理念 子どもが幸福に暮らし、様々な個性や能力を伸ばし、自立性・社会性を身に付け、
　 自立した大人へと健やかに成長できる「まち」の実現

(4)
子どもの放課後等の居場所の充
実

①放課後等の居場所の充実

(5) 子育て家庭の経済的負担の軽減 ①保育料、教育費の負担軽減　②医療費の負担軽減

(2) 子育て家庭に対する養育支援 ①子育てに関する相談支援体制の充実　②父親の子育て参加の促進

(3) 教育・保育サービスの充実
①教育・保育の質の向上　②多様な教育・保育サービスの提供　③保育
園入園待機児童の解消　④私立保育園・幼稚園・認定こども園等への支
援

重点施策 重点施策

(1) 子どもと親の健康づくりの推進
①　母体や子育てに関する情報提供・相談　②切れ目のない妊娠・出産・
子育ての支援　③母子保健医療の充実　④小児救急医療体制の維持・
確保　⑤食育の推進

(6) 社会的養護体制の充実
①施設・里親等による養育支援の充実　②施設退所後の子どもへの自立
支援の充実

(7)
子どもの権利の尊重と社会参加
の促進

①子どもの権利の啓発　②子どもの自主性や社会性を育む機会の充実
③子どもに関する相談支援機能の強化

(4)
子どもの遊び場と居場所づくりの
推進

①子どもの遊び環境及び居場所の充実　②地域における体験・交流活動
に対する支援の充実

(5) 児童虐待防止対策の推進
①虐待の予防と早期発見・早期対応　②虐待を受けた子ども等への支援
の充実

(2) ひとり親家庭への支援
①ひとり親家庭の自立に向けた生活支援の充実　②ひとり親に対する就
労相談・支援の充実　③ひとり親家庭に対する各種手当や助成等による
経済的支援の充実

(3) 障害のある子どもに対する支援

①こども療育センターにおける支援の充実　②発達障害を始めとする障害
のある子どもへの支援の充実　③障害のある子どもへの地域等における
支援の充実　④障害のある子どもに対する保育の充実　⑤特別支援教育
の充実　⑥障害のある子どもの社会参加や職域の拡大に向けた取組の推
進

子どもの貧困の問題に対する総
合的な施策の推進

(1)

重点施策 重点施策

①貧困の状況にある世帯への教育及び生活の支援の充実　②自立に向
けた就労相談・支援の充実　③各種手当や助成等による経済的支援の充
実

基本目標１ すべての子どもが健やかに育つための環境づくりに取り組みます

基本目標２ 安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることのできる環境づくりに取り組みます
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(3)
いじめ、不登校、非行等対策の充
実

①相談支援教育の強化　②学校・家庭・地域社会における連携の強化

(4) 青少年の健全育成 ①健全な心身の育成　②青少年を取り巻く有害環境への対応

(1)
知・徳・体の調和のとれた教育の
推進

①「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」をはぐくむ教育の推進　②
小学校教育との連携など就学前教育の推進　③学校・家庭・地域社会の
連携による教育の推進

(2) 多様な教育の推進 ①平和教育・学習の推進　②環境教育の推進

(4) 安全・安心なまちづくり
①地域ぐるみで子どもの安全を守る態勢づくりの推進　②交通安全意識と
交通マナーの向上に向けた取組の推進　③防災意識の向上に向けた取
組の推進

重点施策 重点施策

(2) 地域における子育て環境の充実 ①地域での多様な交流機会の提供　②子育てしやすい環境整備の推進

(3)
子育てと仕事の調和のための就
労環境の整備

①子育てと仕事の調和のための就労環境の整備　②多様な就業ニーズを
踏まえた就労支援の充実

重点施策 重点施策

(1)
社会全体で子どもを育てる環境
づくり

①子育てに対する地域社会の支援の充実　②子どもと子育てに関する理
解の促進　③男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

基本目標３ 社会のすべての構成員が役割と責任に応じて、協働して子育てを支援する環境づくりに取り組みます

基本目標４ 広島らしい教育を充実するための環境づくりに取り組みます

2



 

 

広島市子ども・子育て支援事業計画指標一覧 

 
 

基本目標Ⅰ すべての子どもたちが健やかに育つための環境づくりに取り組みます 

重点施策 目  標 指  標 25年度実績 
（計画策定時） 

27年度実績 31年度目標 

(2)ひとり親家庭へ
の支援 

経済的に自立しているひ
とり親家庭の割合を増や
します 

 

高等職業訓練促進給付金受給者、
母子家庭等就業支援センター及び
就労支援窓口登録者の就業者数 

156人 239人 203人 

(4)子どもの遊び場
と居場所づくり
の推進 

遊び環境の充実に取り組
みます 

児童館の整備数 

110か所 112か所 118か所 

(5)児童虐待防止対
策の推進 

ゆったりとした気分で子
どもと過ごせる時間があ
る母親の割合を増やしま
す 

４か月児健康相談、１歳６か月児
健診、３歳児健診質問票で、ゆっ
たりとした気分で子どもと過ごせ
る時間があると回答した親の割合 

4か月 4か月 4か月 

88.7% 85.9%  94.0％ 

1歳6か月 1歳6か月 1歳6か月 
79.6% 77.5%  82.1％ 

3歳 3歳 3歳 
74.5% 68.3%  77.0％ 

(6)社会的養護体制
の充実 

社会的養護が必要な児童
を、可能な限り家庭的な環
境において安定した人間
関係の下で育てます 

施設入所児童のうち、小規模グル
ープケアで生活する児童の割合 9.3％ 17.6％ 27.3％ 

要保護児童の里親・ファミリーホ
ームへの委託率 13.6％ 17.2％ 19.7％ 

施設退所後の子どもの社
会的自立を支援します 

自立援助ホーム（シェルターを除
く）設置か所数 0か所 1か所 2か所 

基本目標２ 安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることのできる環境づくりに取り組みます 

重点施策 目  標 指  標 25年度実績 27年度実績 31年度目標 

(1)子どもと親の健
康づくりの推進 

乳幼児健康診査の受診率
を高めます 

４か月児健康相談受診率 

95.4% 96.1% 100％ 

基本目標３ 社会のすべての構成員が役割と責任に応じて、協働して子育てを支援する環境づくりに取り組みます 

重点施策 目  標 指  標 25年度実績 27年度実績 31年度目標 

(2)地域における子
育て環境の充実 

地域のオープンスペース
が各小学校区に１か所設
置されるよう支援の強化
を図ります 

地域のオープンスペースが開設さ
れている市内の小学校区数 

116/141 113/141 141／141 

市の施設の福祉環境整備
率を高めます 

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） 73.7% 74.6% 75.4％ 

基本目標４ 広島らしい教育を充実するための環境づくりに取り組みます 

重点施策 目  標 指  標 25年度実績 27年度実績 31年度目標 

(4)青少年の健全育
成 

10 代の人工妊娠中絶率を
減らします 

人工妊娠中絶率 
(15歳～19歳女子人口千対) 8.2 6.4 6.5 

※１歳６か月児健診及び３歳児健診については、平成17年度以降の実績が未把握であることから、16年度以降、４か月児健康相談と同程
度実績が増えたと仮定して、25年度実績値を設定している。 

※ 

※ 
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（単位：千円）

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

1

生活困窮世帯学習支援事
業

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の小学校４年生
から中学校３年生までの子どもを対象に、市内中心部
の公共施設で学習支援会を開催し、子どもの基礎学力
の定着と高校進学に向けた支援を行う。

開催回数（回） 77 376

2

ひとり親家庭学習支援事
業

ひとり親家庭の児童等を対象に、大学生等による学習
支援や進路相談等を行う。

開催回数（回） 116 3,964

3

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、市営住宅の入居抽選
における当選確率を高くする優遇措置（一般世帯の２
倍）を実施する。

優遇対象世帯数
（世帯）

1,351 －

4

生活困窮者自立相談支援
事業

生活保護に至る前の生活困窮者からの相談に応じ、就
労その他の自立に向けた支援を盛り込んだ支援計画を
作成し、包括的な支援を行う。

新規相談受付件数
（件）

1,497 57,233

5

就労支援窓口の全区役所
設置によるハローワーク
との一体的な支援

生活保護受給者等に対し、雇用と福祉施策の一体的な
支援を行うなど、自立に向けた支援を行う。 就職決定者数（人） 778 －

6

母子家庭等就業支援事業 ひとり親家庭の母又は父に対し、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
業支援を行う。

就職者数（人） 93 21,536

7

母子家庭等自立支援給付
金事業

ひとり親家庭の母又は父の就職の際に有利で、経済的
自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を
支給する。

受給者数（人） 87 84,693

8

児童手当の支給 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
とし、中学校修了前までの国内に住む児童を養育して
いる者に支給を行う。

受給者数（人） 92,850 20,838,133

9

保育料の軽減・減免 災害、疾病等による収入の減少などの場合や生活困窮
者に対して保育料を減免する。 減免件数（件） 5 －

10

市立幼稚園の授業料減免 災害、疾病等による収入の減少などの場合や生活困窮
者に対して授業料を減免する。 減免件数（件） 0 －

11

市立高等学校の授業料減
免

授業料徴収の対象世帯で、家計の急変等により授業料
を納めることが困難な世帯に対し、市立高等学校の授
業料を減免する。

減免件数（件） 0 －

12

就学援助 経済的理由により就学に支障を来たさないよう小・中
学校の子どもの保護者に対し、学用品費などを援助す
る。

認定率（％）
（国県私立を除く）

（小学校）

28.39
(中学校）

32.07

1,988,653

13

保育園等入園世帯への教
材購入費等補助

保育園等に入園している子どもがいる生活保護世帯に
対し、教材の購入に要する費用等の一部を補助する。

対象児童数（人） 484 1,450

（２）　ひとり親家庭への支援

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

14

ひとり親家庭相談支援の
充実

各区保健福祉課に母子・父子自立支援員を配置し、ひ
とり親家庭の相談や指導・助言を行う。 相談件数（件） 15,882 78

子ども・子育て支援事業計画に掲げる主な事業の実施状況（平成２７年度）　

（１）　子どもの貧困の問題に対する総合的な施策の推進

２７年度実績

２７年度実績

（国県私立を含む）

基本目標１ すべての子どもが健やかに育つための環境づくりに取り組みます
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

15

ひとり親家庭等日常生活
支援事業

一時的に生活援助が必要なひとり親家庭に対し、家庭
生活支援員を派遣し、必要な援助を行う。 派遣時間数（時間） 2,287 4,797

16

ひとり親家庭学習支援事
業（再掲）

ひとり親家庭の児童等を対象に、大学生等による学習
支援や進路相談等を行う。 開催延べ回数（回） 116 3,964

17

母子家庭等就業支援事業
（再掲）

ひとり親家庭の母又は父に対し、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
業支援を行う。

就職者数（人） 93 21,536

18

母子家庭等自立支援給付
金事業（再掲）

ひとり親家庭の母又は父の就職の際に有利で、経済的
自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を
支給する。

受給者数（人） 87 84,693

19

児童扶養手当の支給 ひとり親家庭等の子どもの福祉の増進を図るため、手
当を支給する。 受給者数（人） 9,600 4,678,237

20
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
額を補助する。 受給者数（人） 23,606 971,535

21

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）を減免する。 減免件数

（延べ件数）
54,627 －

22

下水道使用料の減免 ひとり親家庭等の下水道使用料の0～10㎥相当額（1か
月につき）を減免する。 減免件数

（延べ件数）
52,656 －

23

母子及び父子福祉資金の
貸付け

母子家庭及び父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る。 貸付件数（件） 1,086 544,132

24

ひとり親家庭特別相談事
業

ひとり親家庭を対象に離婚に伴う養育費や財産分与の
問題等の法律相談を実施する。 相談件数（件） 89

母子家庭等就業支援事
業（21,536千円）に含
む。

（３）　障害のある子どもに対する支援

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

25

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希望対象児を速やかに診断
し、適切な支援を行うため、医師等専門スタッフの充
実を図る。

増員人数（人） 5
こども療育センター管
理運営費（1,194,356千
円）に含む。

26

児童相談所及びこども療
育センターの建替え整備

狭あい化、老朽化している児童相談所及びこども療育
センターの建替え整備を行う。 389

27

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する。

延べ支援件数(件) 3,465 29,080

28

発達障害者相談支援従事
者研修の実施

相談支援事業所等で相談に従事する職員、及び行政機
関相談従事者に対して、身近な地域において発達障害
の視点を持った相談支援が可能となるよう研修を実施
する。

実施回数（回） 2 72

29

発達障害者オープン相談 発達障害者（１５歳以上３０歳以下）を対象として、
人と関わることのできる機会を提供するとともに、発
達障害者が持つ悩みや不安に対する相談支援等を行
う。

開催回数（回） 88 1,348

親子教室参加人数(人) 118

5歳発達相談参加人数(人) 103

31

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
額を控除した額を補助する。

受給者数（人） 640 36,745

基本計画策定

30
発達障害者早期発見・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する。 3,020

２７年度実績
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

32

発達障害者家族の集いの
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
提供する。

開催回数（回） 10 187

33

発達障害者支援講演会 発達障害に対する理解を深めるため、市民を対象に講
演会を開催する。 参加者数（人） 501 465

34

障害児相談支援（障害児
支援利用援助・継続障害
児支援利用援助）

児童発達支援利用者、医療型児童発達支援利用者、放
課後デイサービス利用者、保育所等訪問支援利用者に
障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の
解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメン
トによりきめ細かく支援し、障害児の福祉の向上を図
る。

指定障害児相談支
援事業所数
（事業所）

48 33,142

35

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
行う。

実施民間事業所数
（事業所）

1 53,092

36

児童発達支援 未就学の障害のある子どもに対して、日常生活におけ
る基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ
の適応訓練、その他必要な支援を行う。

指定児童発達支援
事業所数（事業所）

36

37

放課後等デイサービス 就学している障害のある子どもに対して授業の終了後
又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な
訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

指定放課後等デイ
サービス事業所数

（事業所）
134

38

保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児が集団生活に適応することがで
きるよう、保育所等を訪問し、専門的な支援を行う。 指定保育所等訪問

支援事業所数
（事業所）

4

39

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
う事業に助成する。

活動グループ数
（団体）

25 2,188

40

特別支援学校放課後対
策・いきいき活動事業

障害児を持つ親の就労支援、家族の一時的な休息等を
目的として、放課後及び長期休暇中に、特別支援学校
内で児童・生徒を預かり、安全な活動の場と有意義な
時間を提供する。

実施学校数（校） 4 56,347

41

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、
施設において障害のある子どもに対し、一時的に必要
な支援を行う。

指定障害福祉
サービス事業所数

（事業所）
49 492,064

42

障害児入所支援 障害児入所給付費の給付決定を受けた障害児が入所
サービスを受けた場合、サービスに要する費用を支払
う。
また、食事の提供・居住に要した費用について特定入
所障害児食費等給付費（補足給付）を、当該障害児が
障害児入所支援のうち治療に係るものを受けたときは
障害児入所医療費を、それぞれ支給する。

指定障害児入所
支援事業所数

（事業所）
5 186,411

43

小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業

小児慢性特定疾病児童及びその保護者の相談に応じ、
必要な情報の提供を行う。また、学校等の関係機関と
の連絡調整や、巡回相談などの支援を行う。 相談件数（件） 849 3,193

44

障害児保育 障害のある子どもを保育園等に受け入れ、健常な子ど
もとの集団保育を行い、成長を促進する。 受入児童数（人） 325 151,696

45

発達支援コーディネー
ターの養成

発達障害児やその保護者への支援の充実を図るため、
発達支援コーディネーター（保育園における発達障害
児支援のリーダー）を養成する。 養成者数（人） 160 －

3,357,471
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

46

特別支援教育体制充実事
業

幼稚園、小・中学校等に在籍する発達障害等、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や、特別
支援教育コーディネーターの養成、特別支援教育の充
実に係る管理職等を対象とした理解・啓発を行う。

管理職対象講演会
参加人数（人）

188 4,639

47

特別支援教育アシスタン
ト事業

幼稚園、小･中学校等の通常の学級に在籍する肢体不自
由や発達障害等の子どもに対して、特別支援教育アシ
スタントを配置する。

配置人数（人） 384 243,717

48

特別支援教育に係る教員
研修

幼稚園、小・中学校等において発達障害等、特別な教
育的支援の必要な子どもへの適切な指導及び必要な支
援を行うことができるよう、教員に対する研修を行
う。

左記のとおり － 253

49

私立幼稚園特別支援教育
研究事業

一般社団法人広島市私立幼稚園協会が実施する、特別
支援教育に関する研究事業に対し、事業費の1/2を補助
する。

補助額（千円） 176 176

50

特別支援教育におけるタ
ブレット端末の活用に係
る調査・研究

特別支援教育におけるタブレット端末の効果的な活用
を調査・研究するため、整備しているタブレット端末
のサポート体制を整え年度末に報告会を行う。 新規整備台数（台） ※37 1,084

51

特別支援学校における相
談支援体制の充実

「広島特別支援学校サポートセンター」において、特
別支援学校の専門性等を活用して、学校・保護者・本
人のニーズに応じた教育相談を行う。

学校支援相談件数
（件）

32 －

52

特別支援学校高等部にお
ける職業教育の充実

社会的な自立に資するため、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する。

社会人講師・就労
支援アドバイザーの
派遣時間数（時間）

142 2,354

53

視覚障害児の職域拡大支
援事業

視覚障害児、保護者、教員を対象に、社会で活躍して
いる視覚障害者による講演会・交流会を開催する。 開催回数（回） 0 0

（４）　子どもの遊び場と居場所づくりの推進

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

54
公園・緑地整備 子どもの安心・安全な遊び環境の充実に寄与する公

園・緑地の整備を行う。
公園・緑地面積

（ｈａ）
975.71 118,210

55

冒険遊び場事業 市内２か所の冒険遊び場（中央公園・寺山公園）を基
幹パークとし、定期的に開催するとともに、基幹パー
ク及び地域等との連携・協働を図りながら、地域の身
近な場所における冒険遊び場づくりを促進する。

開催場所（か所） 9 2,865

56

児童館運営・整備 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する。
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
進する。
また、新築整備を進めるとともに、他の公共施設との
合築、余裕教室・未利用公共施設の活用等も検討し、
１小学校区に１館の整備を早期に進める。

整備数（館） 112 961,788

57

放課後プレイスクール事
業

児童館未整備学区において、地域団体の運営により小
学校施設等を活用して、放課後等の子どもの安全な場
所をつくる放課後プレイスクール事業を実施する。

実施学区数（学区） 11 17,739

２７年度実績

（27年度実績）

・特別支援学級授業づくり研修 2回（26人）

・通級指導教室等担当教員研修 3回（30人）

・新任特別支援教育コーディネーター研修 5回（56人）

・特別支援教育コーディネーター研修 3回（209人）

・特別支援教育基礎研修Ⅰ（発達障害） 3回（45人）

・特別支援教育基礎研修Ⅱ（肢体不自由） 1回（57人）

・子どもの理解研修（発達障害） 1回（357人）

※ 26・27年度の調査・研究事業として、26年度に整備した台数
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

58

放課後児童クラブの運営 下校後、午後５時頃まで、保護者が家庭にいない小学
生の保護・育成を図るとともに、利用希望児童の増加
による提供体制の整備や、施設の老朽化、大規模・過
密クラスの解消などの課題の解消に努め、児童が安
全・快適に過ごせる環境を整備する。

クラス数（クラス） 196 1,572,727

59
広島市小学校スポーツ交
歓大会

サッカー、バレーボール、陸上など７種目の競技につ
いて、スポーツ交歓大会を開催する。 参加者数（人） 4,006 2,090

60
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する。 開催回数(回) 89 417

61
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する。 開催回数(回) 22 809

（５）　児童虐待防止対策の推進

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

62

児童虐待予防対策事業 児童虐待を未然に防ぐため、こんにちは赤ちゃん事業
等により把握した、育児を行う上で保護者の負担が重
くなると考えられる家庭や乳幼児健診未受診者に対
し、保健師の継続的な家庭訪問等による支援を行う。

支援者数（人） 738
児童虐待防止対策事
業（29,562千円）に含
む。

63

こんにちは赤ちゃん事業 生後４か月までの乳児の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う。

訪問数（件） 5,049 2,260

64

家庭訪問指導事業 産後間もない時期（生後４か月まで）に、保健師、助
産師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる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・助言等を行う。

訪問数（件） 2,804 9,311

65

養育支援訪問事業 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。 利用回数（回） 388

児童虐待防止対策事
業（29,562千円）に含
む。

66

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
関係機関で構成する要保護児童対策地域協議会におい
て、要保護児童等に関する情報の共有化を図るととも
に、要保護児童等の早期発見と適切な保護及び支援に
取り組む。

支援件数（件） 1,597 4

67

家庭児童相談室（こども
家庭相談コーナーの拡大
を含む。）の運営

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。
また、区役所の子どもに関する相談支援機能を強化す
るため、各区に「こども家庭相談コーナー」を設置
し、軽微な虐待ケースの対応等を行う（平成27年度末
までに西区、安佐南区及び安芸区に設置済み）。

相談対応件数（件） 1,655 1,054

68

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す。

相談受付件数（件） 4,659 29,562

69

児童相談所及びこども療
育センターの建替え整備
（再掲）

狭あい化、老朽化している児童相談所及びこども療育
センターの建替え整備を行う。 建替え整備

実施内容
基本計画
策定 389

（６）　社会的養護体制の充実

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

70

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
する。
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する。

里親訪問回数（回） 164 830

２７年度実績

２７年度実績
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

71

ファミリーホーム開設時
補助

ファミリーホームの開設に当たり必要な建物改修費・
備品購入費に対して補助を行う。 開設数(か所) 0 0

72

民間児童福祉施設加配職
員人件費補助

児童等の処遇の充実に資する職員の加配を効果的に促
すため、施設の努力により国の職員配置基準を超えて
職員を加配した施設に対して補助を行う。 0

73

児童養護施設等入所児童
に対する学習支援事業

養育環境等により、十分な学習機会が確保されない児
童養護施設等入所児童に対し、退所後の自立支援につ
ながるための学習支援の充実を図る。

0

退所前・時

49

退所後

183

75
自立援助ホーム開設時補
助

自立援助ホームの開設に当たり必要な建物改修費・備
品購入費に対して補助を行う。 開設数(か所) 0 0

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

76

人権講演会 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を開催する。 －

パンフレット作成部
数（部）

7,000

ポスター作成部数
（部）

820

78

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実践的な研
究の成果を普及させることにより、人権教育の推進を
図る。

校内研修会講師
謝礼金助成園・校数

（園・校）
91 1,677

79

広島キッズシティ２０１
５の開催

子どもの「自ら育つ力」を育むことを目的として、一
般社団法人広島青年会議所が発起人となって、広島
県、広島市、各関係団体により実行委員会を組織し、
“仕事”を切り口とした職業体験を中心とする事業を
実施する。

職業体験ブース数 85 1,000

80

冒険遊び場事業（再掲） 市内２か所の冒険遊び場（中央公園・寺山公園）を基
幹パークとし、定期的に開催するとともに、基幹パー
ク及び地域等との連携・協働を図りながら、地域の身
近な場所における冒険遊び場づくりを促進する。

開催場所（か所） 9 2,865

81

ボランティア活動の推進 広島市社会福祉協議会が、学校、企業、団体を対象と
して、福祉活動体験学習を行い、福祉教育を推進す
る。 実施件数（件） 160 2,637

82

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
金等の一部を助成する。 助成額（千円） 300 300

（２７年度から県主催で実施）

２７年度実績

（７）　子どもの権利の尊重と社会参加の促進

児童養護施設等からの退所を控えた児童、又は、既に
退所した児童等が、就労、学業を継続し、安定して生
活することを目的として、入所中から退所後を通じて
情報提供、研修、個別の相談等を行う。

児童養護施設退所児童等
アフターケア事業

74
延べ個別支援者数

（人） 7,350

（27年度から国の職員配置基準
が引き上げられたため、予算執
行が不要となった。）

（27年度から国の措置費の対象
となったため、予算執行が不要
となった。）

77

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、人権啓発パンフレット、人
権ポスターなどを作成・配布する。
（27年度内容）
パンフレット：インターネットを悪用した人権問題
ポスター：市内高校生自ら、人権について考え、言葉にしたものを
「書」でデザイン

2,740

9



番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

83

家庭児童相談室（こども
家庭相談コーナーの拡大
を含む。）の運営（再
掲）

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。
また、区役所の子どもに関する相談支援機能を強化す
るため、各区に「こども家庭相談コーナー」を設置
し、軽微な虐待ケースの対応等を行う（平成27年度末
までに西区、安佐南区及び安芸区に設置済み）。

相談対応件数（件） 1,655 1,054

84

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１１０番」、「障害のある子どもについての
就学・教育相談」、「少年非行・立ち直り相談」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う。

相談件数（件） 6,997 6,452

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

85

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す
るとともに、妊娠・出産・育児に関する保健指導や相
談を行う。

母子健康手帳
交付数(冊)

11,061 2,456

86

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を対象に、子
育てや子どもの病気の予防等に関する講座・教室など
を開催する。

開催回数（回） 205
地域子育て支援拠点
事業（71,934千円）に
含む。

87

思春期保健対策事業 小・中学生を対象とした「乳幼児期とのふれあい体
験」や小・中学生の保護者及び高校・大学生等を対象
とした思春期保健に関する講演会を実施する。

講演会実施回数
(回)

18 286

88

子育てハンドブックの作
成

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

配布部数（部） 27,000 734

89

妊娠・出産包括支援事業
（母子保健コーディネー
ターの設置）

妊娠・出産にかかる相談に対応し、妊産婦や家族の支
援ニーズを把握し、必要なサービスや関係機関への連
携などのコーディネートを行う母子保健コーディネー
ターを設置する。

設置数（か所） 8 0

90

妊娠・出産包括支援事業
（産前・産後サポート事
業）

出産や子育てに関する不安を解消するため、助産師を
派遣し、個別訪問相談を行う。 訪問実人数（人） 8 345

91

妊娠・出産包括支援事業
（産後ケア事業）

産婦人科等の施設を利用した宿泊型ケア及びデイケア
を通じて、産婦の心身のケアや乳児ケアを行うととも
に、ヘルパーの派遣により家事・育児等の支援を行
う。

利用実人数（人） 21 1,514

92

妊婦乳児健康診査事業等 妊婦や乳幼児の健康管理、疾病や障害の早期発見及び
早期治療を図るため、健康診査や保健指導、相談を行
う。

妊婦一般健康診査
受診延べ件数（件）

130,314 1,171,747

93

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する。 開催回数（回） 792 269

94

家庭訪問指導事業（再
掲）

産後間もない時期（生後４か月まで）に、保健師、助
産師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる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・助言等を行う。

訪問数（件） 2,804 9,311

95

小児救急適正受診啓発事
業

急病時の受診相談や医療機関を掲載したマグネット
シートを各保健センターで配布し、小児救急医療の適
正受診を図る。

マグネットシート
配布枚数（枚）

11,000 689

（１）子どもと親の健康づくりの推進

２７年度実績

基本目標２ 安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることのできる環境づくりに取り組みます
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

舟入
市民病院
1,032

安佐
市民病院
36

97

広島市食育推進計画の推
進

第2次広島市食育推進計画（平成２３年度策定）に基づ
き、健全な食生活を実践するための環境づくりを推進
する。

ひろしま食育
ネットワーク団体

（参加数）
105 1,336

98

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
進する。

教室等の参加人数
及び食生活指導・相
談の実施人数(人)

24,294 907

99

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
る。

食育計画の策定を
している施設数

（施設）
121 －

100

幼稚園における食育の推
進

幼稚園において、親子での食に関する様々な体験（栽
培・調理・食）により食育への関心を高めるととも
に、弁当参加での保護者啓発により望ましい食習慣の
定着を図る。

実施園数（園） 19 －

101

学校における食育推進事
業

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を図る。

学校給食残食率
（％）

4.3 216

（２）　子育て家庭に対する養育支援

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

102

こんにちは赤ちゃん事業
（再掲）

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う。

訪問数（件） 5,049 2,260

103

家庭児童相談室（こども
家庭相談コーナーの拡大
を含む。）の運営（再
掲）

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。
また、区役所の子どもに関する相談支援機能を強化す
るため、各区に「こども家庭相談コーナー」を設置
し、軽微な虐待ケースの対応等を行う（平成27年度末
までに西区、安佐南区及び安芸区に設置済み）。

相談対応件数（件） 1,655 1,054

104

家庭訪問指導事業（再
掲）

産後間もない時期（生後４か月まで）に、保健師、助
産師による家庭訪問指導を行い、育児の負担が重くな
ると考えられる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・助言等を行う。

訪問数（件） 2,804 9,311

105

常設オープンスペースの
設置

各区に設置した常設オープンスペースの運営により、
子育て家庭の親とその子どもが、いつでも気軽に集
い、自由に相互交流できるとともに、子育てに関する
相談などを行う場を提供し、子育てを支援する。
また、公募型常設オープンスペースについて、設置数
を拡大する。

設置数（か所） 13
地域子育て支援拠点
事業（71,934千円）に
含む。

106

地域のオープンスペース
への支援の充実

地域の子育て支援関係者が運営する、子育て中の親と
その子が自由に集い交流することができる地域の身近
なオープンスペースの支援を促進する。

区保健センター職員に
よる訪問支援回数(回) 439

地域子育て支援拠点
事業（71,934千円）に
含む。

107

きんさい！みんなの保育
園事業（園庭開放）

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
域福祉の増進を図る。

実施園数（園） 163 15,673

96

小児救急医療体制 小児科病院複数体制を実施するなど、小児の救急医療
体制の整備を図る。

診察人数（人） 2,030,156

２７年度実績
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

108

就学前教育・保育推進事
業（幼児のひろば、親育
ち・子育て支援）

幼稚園を地域に開放し、就学前の子どもたちに遊び場
やふれあい体験等の機会を与えるとともに、子育てに
関する悩み相談や専門家による子育て力向上に向けた
講演会等を実施するなど、幼児教育センター的な役割
を果たす。

実施園数（園） 19 626

109

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
般についての教室を開催する。

利用者数（人） 2,050 1,278

110

つどいの広場事業 健康科学館（広島市健康づくりセンター）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、交流を図ることや、子育てに関する相談や講習な
どを行う場を提供し、子育てを支援する｡

利用者数（人） 23,755
地域子育て支援拠点
事業（71,934千円）に
含む。

111

子育てハンドブックの作
成（再掲）

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

配布部数（部） 27,000 734

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

112
保育園等職員の資質向上 保育士等を対象に階層別研修、職場研修・派遣研修等

を行い、資質の向上を図る。
研修参加人数

（人）
4,013 2,545

113

認可外保育施設の指導監
督及び研修

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、原則として年１回立入調査を実施するととも
に、研修を実施する。

立入調査において
文書指摘のあった
施設数の割合（％）

9 76

114

きんさい！みんなの保育
園事業（認可外保育施設
等との交流）

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う。

実施回数（回） 36

きんさい！みんなの保
育園事業(園庭開放）
（15,673千円）に含
む。

115

就学前教育・保育推進事
業（「就学前教育・保育
プログラム」の普及、実
践）

市域の幼稚園・保育園・認定こども園の教諭、保育士
を対象とした研修会や講演会を実施し、「就学前教
育・保育プログラム」の普及・啓発を図るとともに、
保幼小連携を進めるための合同研修会等を実施する。

実施園数（園） 19 188

116

特別支援教育体制充実事
業（再掲）

幼稚園、小・中学校等に在籍する発達障害等、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や、特別
支援教育コーディネーターの養成、特別支援教育の充
実に係る管理職等を対象とした理解・啓発等を行う。

管理職対象講演会
参加人数（人）

188 4,639

117

特別支援教育に係る教員
研修（再掲）

幼稚園、小・中学校等において発達障害等、特別な教
育的支援の必要な子どもへの適切な指導及び必要な支
援を行うことができるよう、教員に対する研修を行
う。
（27年度実績）
・特別支援学級授業づくり研修　2回（26人）
・通級指導教室等担当教員研修　3回（30人）
・新任特別支援教育コーディネーター研修　5回（56人）
・特別支援教育コーディネーター研修　3回（209人）
・特別支援教育基礎研修Ⅰ（発達障害）　3回（45人）
・特別支援教育基礎研修Ⅱ（肢体不自由）　1回（57人）
・子どもの理解研修（発達障害）　1回（357人）

左記のとおり － 253

施設数（園） 145

延べ利用児童数／月
（人） 39,549

施設数（園） 4

延べ利用児童数
（人）

3,095

２７年度実績

9,932

（３）　教育・保育サービスの充実

118

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時間の保育を行
う。 687,373

119

休日保育 保護者が勤務している等の理由により、休日において
も保育が必要な乳幼児の保育を実施する。

12



番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

施設数（園） 160

延べ利用児童数
（人）

339,561

施設数（施設） 14

延べ利用児童数
（人）

15,998

122
障害児保育（再掲） 障害のある子どもを保育園等に受け入れ、健常な子ど

もとの集団保育を行い、成長を促進する。 受入児童数（人） 325 151,696

123

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、保育園へ
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
（子育ての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）事業を推進する。

援助活動件数（件） 9,774 9,285

124

保育サービス相談事業 待機児童解消に向けて、各区役所に保育サービスアド
バイザーを配置し、一時預かり事業や幼稚園預かり保
育など多様な保育サービスや希望する保育園以外の通
園可能な保育園の情報提供を行い、保育ニーズと保育
サービスを適切に結びつける。

待機児童の解消に
つながった件数

（件）
1,369 257

125

青少年総合相談センター
における障害のある子ど
もの就学・教育相談

障害のある子どもの諸課題について相談活動を行い、
適切な就学や課題の解決への援助、望ましい指導のあ
り方等について助言を行う。 相談件数（件） 4,522

青少年総合相談セン
ターの運営（6,452千
円）に含む。

126

特別支援学校における相
談支援体制の充実（再
掲）

「広島特別支援学校サポートセンター」において、特
別支援学校の専門性等を活用して、学校・保護者・本
人のニーズに応じた教育相談を行う。

学校支援相談件数
（件）

32 －

施設数（施設） 9

延べ利用者数（人） 3,738

128

民間保育園整備補助 地域の保育需要に応じて、民設民営方式により保育園
等を整備する。

受入枠増のために
補助した施設数

（施設）
6 253,827

施設数（施設） 8

延べ利用者数（人） 1,305

130

保育士確保対策事業 保育士の確保を図るため、関係団体や県と連携し、就
業支援、就業継続（離職防止）及び再就職支援の取組
を行う。

保育士合同就職
説明会参加人数

（人）
628 3,335

131

私立保育園の運営基盤の
強化

私立保育園の運営における職員の処遇改善、保育士の
加配、運営費の確保に係る経費に対し、助成を行う。 施設数（施設） 112 294,578

132

私立幼稚園振興事業（教
職員研修費・教材教具整
備費の助成）

一般社団法人広島市私立幼稚園協会、私立幼稚園及び
認定こども園が実施する、教職員研修事業及び教材教
具整備事業に対し、事業費の1/2を補助する。

補助額（千円） 45,705 45,705

133

私立幼稚園特別支援教育
研究事業（再掲）

一般社団法人広島市私立幼稚園協会が実施する、特別
支援教育に関する研究事業に対し、事業費の1/2を補助
する。

補助額（千円） 176 176

（４）　子どもの放課後等の居場所の充実

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

134

放課後児童クラブの運営
（再掲）

下校後、午後５時頃まで、保護者が家庭にいない小学
生の保護・育成を図るとともに、利用希望児童の増加
による提供体制の整備や、施設の老朽化、大規模・過
密クラスの解消などの課題の解消に努め、児童が安
全・快適に過ごせる環境を整備する。

クラス数（クラス） 196 1,572,727

２７年度実績

80,153120

一時預かり（預かり保
育）

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
的理由等により一時的に保育が必要になった乳幼児の
保育を行う。また、幼稚園に入園している幼児を対象
に、通常の教育時間の前後や夏休み等の長期休暇期間
に保育を行う。

121

病児・病後児保育 保育園に通園している乳幼児等が病気の回復期等で集
団保育が困難な期間、医療施設等に付設された保育室
において一時的に預かる。 225,308

192,459

５年以内に認可保育所又は認定こども園へ移行するた
めの認可化移行計画を策定した認可外保育施設に対
し、認可基準を満たすために必要な経費等の補助を行
う。

認可外保育施設認可化移
行支援事業

127

129

小規模保育事業 子ども・子育て支援新制度で新たに制度化された小規
模保育事業を実施し、３歳未満児の保育を行う。 189,950
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

135

特別支援学校放課後対
策・いきいき活動事業
（再掲）

障害児を持つ親の就労支援、家族の一時的な休息等を
目的として、放課後及び長期休暇中に、特別支援学校
内で児童・生徒を預かり、安全な活動の場と有意義な
時間を提供する。

実施学校数（校） 4 56,347

136

ファミリー・サポート・
センター事業（再掲）

保護者の急な用事、残業の際の一時預かり、保育園へ
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
（子育ての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）事業を推進する。

援助活動件数（件） 9,774 9,285

（５）　子育て家庭の経済的負担の軽減

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

137

保育料の軽減・減免（再
掲）

災害、疾病等による収入の減少などの場合や生活困窮
者に対して保育料を減免する。 減免件数（件） 5 －

138

市立幼稚園の授業料減免
（再掲）

災害、疾病等による収入の減少などの場合や生活困窮
者に対して授業料を減免する。 減免件数（件） 0 －

139

私立幼稚園就園奨励費補
助（再掲）

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
る。

補助対象園児数
（人）

11,418 1,509,015

140

市立高等学校の授業料減
免（再掲）

授業料徴収の対象世帯で、家計の急変等により授業料
を納めることが困難な世帯に対し、市立高等学校の授
業料を減免する。

減免件数（件） 0 －

141

就学援助（再掲） 経済的理由により就学に支障を来たさないよう小・中
学校の子どもの保護者に対し、学用品費などを援助す
る。

認定率（％）
（国県私立を除く）

（小学校）

28.39
(中学校）

32.07

1,988,653

142
保育園等入園世帯への教
材購入費等補助（再掲）

保育園等に入園している子どもがいる生活保護世帯に
対し、教材の購入に要する費用等の一部を補助する。

補助対象児童数
（人）

484 1,450

143

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す
る。

受給者数（人） 62,940 1,951,008

144

ひとり親家庭等医療費補
助（再掲）

ひとり親家庭等の医療費の保険診療分の自己負担相当
額を補助を行う。 受給者数（人） 23,606 971,535

145
養育医療給付 入院養育を必要とする、未熟児に対し、指定医療機関

において必要な医療を給付する。 給付決定件数（件） 357 99,932

146

小児慢性特定疾病医療費
助成事業

小児慢性特定疾病のうち、その治療が長期にわたる特
定疾病について、患者家庭の医療費の負担を軽減す
る。

承認者数（人） 1,382 330,808

147

不妊治療費助成事業 特定不妊治療を受けている夫婦に対して、治療費の一
部を助成する。 助成件数（件） 1,568 195,673

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

148

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る。

新規貸出件数（件） 1 40,000

２７年度実績

２７年度実績

（１）社会全体で子どもを育てる環境づくり

基本目標３ 社会のすべての構成員が役割と責任に応じて、協働して子育てを支援する環境づくりに取り組みます
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

149

事業所内保育施設の設置
の促進

事業所内への保育施設の設置について、積極的に相談
に応じ、指導・助言を行い、設置促進を図る。 施設数（施設） 5 －

150

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う。

表彰事業所数
（事業所）

5 123

151

幼稚園・家庭・地域によ
る教育の推進

地域の諸団体等との交流を通じ、豊かな体験活動を実
施するとともに、家庭の子育て力の向上のためのより
よい三者（幼稚園・家庭・地域）連携のあり方につい
て研究実践を行う。

実施園数（園） 19 －

152

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
業や啓発事業を実施し、児童福祉に対する市民の理解
を深め、子育て支援意識の醸成を図る。
（27年度実績）
協賛事業（市内文化施設等の一斉無料開放他）　4事業
共催事業（健康科学館）「ばあばに学ぶ簡単おやつ」他）　4事業
広報・啓発（ひろしまフラワーフェスティバルパレード他）　8事業

左記のとおり － 355

153

子育てハンドブックの作
成（再掲）

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図る
ため、本市の子育て支援制度及び相談支援機関等に関
する情報を網羅した冊子を作成し、配布する。

配布部数（部） 27,000 734

154

男女共同参画情報誌の作
成

仕事と生活の調和を推進する意義や、男女共同参画に
積極的に取り組んでいる事業所等の事例などを掲載し
た情報誌を作成し、配布する。

作成回数（回） 1 524

155

小中学生向け男女共同参
画啓発用冊子の作成

小中学生向けの男女共同参画の啓発用冊子を作成し、
若年層からの男女共同参画意識の啓発を図る。 作成回数（回）

小中学生向
け

各１
790

（２）　地域における子育て環境の充実

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

156

地域子育て支援拠点事業
（地域子育て支援セン
ター）

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
提供等を行う。

所内相談・指導件数
(件)

1,456 71,934

157

地域のオープンスペース
への支援の充実（再掲）

地域の子育て支援関係者が運営する、子育て中の親と
その子が自由に集い交流することができる地域の身近
なオープンスペースの支援を促進する。 訪問支援回数(回) 439

地域子育て支援拠点
事業（71,934千円）に
含む。

事業数（事業） 251

実施回数（回） 2,498

参加人数（人） 52,181

159

福祉のまちづくりの推進 通路の段差解消、便所の改修など諸施設の福祉環境の
整備・改善を図る。 福祉環境整備率

（％）
74.6 180,119

（内繰越額：105,107)

160

交通施設のバリアフリー
化の推進

バリアフリー法に基づき、主要な駅を中心とした地区
について、交通バリアフリー基本構想を作成し、国と
ともに交通事業者が実施するバリアフリー化設備整備
費の一部を補助する。

主要駅の整備率
（％）

78.8 0

導入バス車両数
（台）

5

導入低床路面電車
編成数（編成）

1

162

妊産婦等が利用しやすい
公共施設等の案内図の公
開

公共施設等のバリアフリー設備の整備状況を、マップ
形式でホームページに公開し、市民に情報提供する。

アクセス数（件） 6,730
統合型地理情報システ
ムの運用管理に含む。

２７年度実績

158

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る。

指定管理料に含む。

161

低床車両（バス、電車）
の導入促進

国と協調して、交通事業者が導入するノンステップバ
ス（低公害バス）や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。

71,074

※地域子育て支援

拠点事業全体
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

163

児童館運営・整備（再
掲）

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する。
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
進する。
また、新築整備を進めるとともに、他の公共施設との
合築、余裕教室・未利用公共施設の活用等も検討し、
１小学校区に１館の整備を早期に進める。

整備数（館） 112 961,788

（３）　子育てと仕事の調和のための就労環境の整備

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

164

男女共同参画・子育て支
援資金融資制度（再掲）

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る。

新規貸出件数（件） 1 40,000

165

広島市男女共同参画推進
事業所表彰（再掲）

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う。

表彰事業所数
（事業所）

5 123

166
事業所内保育施設の設置
の促進（再掲）

事業所内への保育施設の設置について、積極的に相談
に応じ、指導・助言を行い、設置促進を図る。 施設数（施設） 5 －

167

事業所等向け男女共同参
画支援講座の実施

中小事業所など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す
る。

実施回数（回） 2 21

168

県・市連携による委託訓
練コースの設定に係る仕
組みの構築

本市が把握している地域の実情・ニーズを反映した訓
練コースを提案し、県と協議の上、コース設定できる
仕組みを構築する。

実施数（コース） 3 －

（４）　安全・安心なまちづくり

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

169

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、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
取り組む。

全児童防犯ブザー
携帯率（％）

65.5 20,172

170

「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
る運動を進める。

登録件数（件） 13,382 1,448

犯罪被害等防止
教室実施校数

（校）
16

犯罪被害等防止
教室参加者数

（人）
7,788

172

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
防止等を目的として、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う。

防犯組合連合会（8
団体）への補助

（千円）
7,640 7,640

設置団体（団体） 20

設置台数（台） 44

２７年度実績

5,227171

「減らそう犯罪」推進事
業

区民大会や公民館での防犯講習会の開催、電子メール
による不審者情報等の提供、一家一事業所一点灯運動
の推進などにより、防犯意識の向上を図る。また、広
島市内の全市立中学校を対象とした犯罪被害等防止教
室を実施し、子どもの防犯力を育成するとともに、規
範意識を育むことにより迷惑行為や犯罪の抑止を図
る。

２７年度実績

173

地域防犯カメラ設置補助
事業

犯罪や不審者の抑止効果や犯罪が発生した時の早期解
決に有効な防犯カメラの設置費用の一部を助成するこ
とにより、地域の自主的な防犯活動を補完し、犯罪の
起こりにくい安全なまちづくりに向けた地域の自主的
な取組を支援する。

10,390
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

174

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。
（27年度実績）
小学校対象自転車運転免許制度講習の開催　141校
中・高等学校対象自転車通学許可制度講習の開催　23校

左記のとおり － －

学校数（校） 134

配付数（冊） 25,774

176

自転車運転免許制度の実
施

市立小学校及び広島特別支援学校小学部の３年生を対
象に自転車運転免許証を、市内の中学・高等学校及び
特別支援学校中学・高等部に自転車で通学する生徒を
対象に自転車通学許可証を交付し、継続的な自転車交
通ルールの遵守を促す。（平成２７年度から、参加を
希望する国・県・私立の中学・高等学校等にも対象を
拡大）

学校数（校） 166 2,031

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

177

「ひろしま型カリキュラ
ム」の推進

小学校５年生からの「言語・数理運用科」や「英語
科」を柱とする「ひろしま型カリキュラム」を市立の
全小・中学校で実施し、言語と数理の運用能力の向上
を図る。また、「ひろしま型カリキュラム」に係る研
修を充実させ、児童生徒の思考力・判断力・表現力を
育む教員の指導力の向上を図る。
（27年度実績）
・小学校英語科授業づくり研修　2回（20人）
・授業づくり研修　1回（260人）
・教職経験2年次教員研修　1回（186人）
　（活用型授業の基本）

左記のとおり － 45,509

（開催回数）

5

（参加人数）

163

（開催回数）

5

（参加人数）

48

（開催回数）

2

（参加人数）

87

（開催回数）

1

（参加人数）

43

179

感動体験推進事業 児童生徒に学ぶ楽しさや成就感を体得させ、豊かな心
の育成を図るため、文化芸術、ものづくり、自然体
験、職場体験、福祉体験等の特色ある体験活動を実施
する。

実施園・校数
（園・校）

139 7,340

180

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、児童生徒の健全
な育成を図る。

参加校数（校） 211 4,716

少人数教育の推進

178

中学校少人数教育
に係る研修（回・人）

教職基礎研修Ⅰ

教職基礎研修Ⅱ

２７年度実績

0

小学校少人数教育
に係る研修（回・人）

詳細は左記のとおり
児童生徒の発達段階や教科の特性を踏まえ、義務教育
９年間を見通した少人数教育によるきめ細かな指導を
進めることにより、基本的な生活習慣の確立と基礎・
基本の学力の確実な定着を図り、個性や能力を伸長す
る教育の充実を図る。
（27年度実績）
(1)  少人数学級の実施
・小学校全学年及び中学校１年生を対象に学級規模を３５人以下とし、各学年
において学級平均３５人を超える学級が２以上の学年に臨時的任用教諭を配
置し、３５人以下の少人数学級を実施。なお、小学校３～６年生の１学年１学級
（児童数が３６人～４０人）の場合は、非常勤講師を１人加配し、ティームティー
チングを実施。（国の学級編成の基準では、小学校１年生は３５人、２年生は国
の措置として基準を変更せず、加配教員を配置して３５人学級としている。）
・市費臨時的任用教諭について、小学校は１５７人を採用し、８１校に配置。中
学校は３４人を採用し、３４校に配置。非常勤講師については１３人を１１校に配
置（５月１日）。
・平成２８年度（小学校２～６年生）に必要となる小学校教諭（１４０人程度）、中
学校教諭（３０人程度）を採用するための選考試験を実施（１１月１４日、１５
日）。
(2)  少人数指導の実施
・中学校１年生で生徒数が学級平均３０人を超える学校で、国語・数学・英語を
対象に、県費措置に加えて非常勤講師を配置し、１学級２展開又はティーム
ティーチングによる少人数指導を実施。
・中学校２・３年生で生徒数が学級平均３０人を超える学校で、国語・数学・英語
を対象に非常勤講師を配置し、習熟度別指導又はティームティーチングによる

少人数指導を実施。

（１）知・徳・体の調和のとれた教育の推進

175

中・高校生に対する自転
車教本の作成

中学校１年生及び高校１年生を対象とした自転車教本
を作成し、市内の全中・高等学校の新入生に配付す
る。 234

基本目標４ 広島らしい教育を充実するための環境づくりに取り組みます
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

181
Ｄｏスポーツ指導者招へ
い事業

運動への興味・関心を高めるため、体育の授業等にお
いて、プロの選手や地域の競技経験者を招へいする。 実施校数（校） 88 506

182

小・中学生の文化施設観
覧料等の無料化

小・中学生に係る文化施設観覧料等を年間を通じて免
除することにより、子どもたちが地域の歴史・文化・
芸術・自然等に触れる機会が増え、その郷土を愛する
心と豊かな感性や創造性を育むとともに、家族連れで
利用する機会が増加するなどワーク・ライフ・バラン
スのまちの実現に寄与する。

免除人数（人） 111,548 指定管理料に含む。

183

就学前教育・保育推進事
業

就学前教育・保育プログラムの研修会などにより、就
学前教育・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
する。

「園に行こう週間」
実施校数（校）

119 188

184
教員の資質向上 保幼小合同研修や今日的課題に対応した研修を実施

し、教員等の資質向上を図る。
実施園・校数

（園・校）
95 －

185

ふれあい活動推進事業 地域づくりの一環として、中学校区を単位とした６２
の地域で、小・中学校の教職員、ＰＴＡ、地域団体の
代表者等からなる「ふれあい活動推進協議会」を設置
し、家庭・学校・地域の情報交換及び啓発・体験活動
等を行う。

設置地域
（中学校区）

62 8,371

186

まちぐるみ「教育の絆」
プロジェクト

学校と家庭・地域の連携による教育の充実・強化を図
るため、モデル校を選定し、モデル校の学校協力者会
議にコーディネーターを１人配置して、学校と地域を
調整し、家庭・地域による教育支援活動と学校による
地域貢献活動を実施する。平成27年度は、新たに２校
を加え、中学校８校で実施する。

実施校数（校） 8 7,994

187

広島市食育推進計画の推
進（再掲）

第2次広島市食育推進計画（平成２３年度策定）に基づ
き、健全な食生活を実践するための環境づくりを推進
する。

ひろしま食育
ネットワーク団体

（参加数）
105 1,336

188

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

「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」に定める基本方針に基づき、ノー電子メディ
アデーの推進、青少年への携帯電話販売・安心サポー
ト宣言店の登録及び電子メディアに関する講習会の開
催など、家庭・学校・地域・事業者が連携して事業を
行う。

電子メディアに関す
る啓発事業に参加

した人数（人）
23,853 2,131

（２）　多様な教育の推進

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

平和を考える集い
実施校数（校）

205

平和教育プログラム
実践協力校数（校）

6

190

小・中・高校生によるヒ
ロシマの継承と発信

こどもピースサミット、ひろしま子ども平和の集いを
開催するとともに、「平和への誓い」アクションプロ
グラムとして平和交流を行う。

平和への誓いアク
ションプログラム実施

校数（校）
5 1,382

191

中・高校生ピースクラブ
の開催

被爆の実相を学び、平和に対する見識を高めるととも
に、自ら行動し、平和を推進していく人材の育成を図
るため、被爆の実相等を学ぶ講座やワークショップな
どの学習の場を提供する。

参加者数（人） 30 1,146

192

修学旅行生への被爆体験
講話等

被爆の実相を次の世代に正しく伝え、平和意識の高揚
を図るため、修学旅行生をはじめとする国内外からの
来訪者などを対象に、被爆体験講話や原爆記録ビデオ
の上映等を行う。

実施回数（回） 2,079 15,531

２７年度実績

189

こどもたちの平和学習推
進事業

平和教育プログラムによる平和学習の推進及び、被爆
体験・戦争体験の継承を図るための被爆体験を聴く会
や平和を考える集いの開催等により、平和教育の充実
を図る。

4,158
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

193

学校等における環境美化
教育の推進（環境ポス
ターの募集）

環境教育の一環として、広島市内の小・中学生を対象
に、テーマに基づいたポスターを募集し、環境保全及
び環境美化に対する意識の啓発を図るとともに、優秀
作品は、施設等に掲示し、意識啓発の広報に活用す
る。

応募作品数（点） 2,960 842

取組小学校数（校） 139

取組学級数（学級） 2,113

人数（人） 42,382

登録者数（人）
（年度末）

566

開催回数（回） 4

参加者総数（人） 140

（３）　いじめ、不登校、非行等対策の充実

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

196

家庭児童相談室（こども
家庭相談コーナーの拡大
を含む。）の運営（再
掲）

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。
また、区役所の子どもに関する相談支援機能を強化す
るため、各区に「こども家庭相談コーナー」を設置
し、軽微な虐待ケースの対応等を行う（平成27年度末
までに西区、安佐南区及び安芸区に設置済み）。

相談対応件数（件） 1,655 1,054

197

いじめ・不登校等予防的
生徒指導推進事業

いじめや不登校、暴力行為等生徒指導上の課題の根絶
を図るために、「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」を実施するとともに、児童生徒の主体的ないじめ
防止に向けた取組を推進し、全小・中学校において児
童生徒が主体的に取り組むいじめ防止へ向けた活動や
仲間づくりの推進を図る。

実施校（校） 205 728

198

スクールカウンセラーの
配置

不登校、いじめ、暴力行為など、児童生徒の問題行動
等の未然防止や早期発見、早期解決及び学校における
教育相談体制の充実を図る。

相談件数（件） 32,853 3,299

199

スクールソーシャルワー
カーの配置

社会福祉等の専門的な知識・技能を用いて、関係機関
とのネットワークを構築したり、家庭や地域など児童
生徒をとりまく環境に働きかけたりするなどの支援を
行い、いじめ、不登校、児童虐待等の様々な問題を抱
えている児童生徒に対し、その問題の未然防止や早期
発見・早期対応を図る。

ケース数（件） 265 993

200

生徒指導支援員の配置
（学校問題解決支援事
業）

不登校、いじめ、暴力行為、少年非行など生徒指導上
の課題に対して当該児童生徒や学校を支援し、問題の
早期解決を図る。

派遣校（校） 13 19,294

201

ネットパトロールの実施 ネット上のいじめ等の早期発見・早期対応の強化を図
るためのネットパトロールについて、職員によるパト
ロールと専門業者によるパトロールを併用し、学校等
へ情報提供を行うとともに、内容によってはサイト管
理者に書き込み等の削除を依頼し、事件性のあるもの
は警察へ通報するなど、迅速かつ適切に対応する。

問題発見件数（件） 1,764 1,603

202

青少年総合相談センター
の運営（再掲）

青少年問題への総合相談機関として「青少年相談」、
「いじめ１１０番」、「障害のある子どもについての
就学・教育相談」、「暴走族・少年非行防止に関する
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う。

相談件数（件） 6,997 6,452

203

ふれあい活動推進事業
（再掲）

地域づくりの一環として、中学校区を単位とした６２
の地域で、小・中学校の教職員、ＰＴＡ、地域団体の
代表者等からなる「ふれあい活動推進協議会」を設置
し、家庭・学校・地域の情報交換及び啓発・体験活動
等を行う。

設置地域
（中学校区）

62 8,371

２７年度実績

194

こどもエコチャレンジ 児童が夏休み期間中に省エネ行動を身に付け、省エネ
意識の向上を図ることを目的に、エコチャレンジシー
トを作成し、市内の小学校で取り組む。 －

195

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
会等の行事を実施する。 236
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番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

２７年度実績

204

まちぐるみ「教育の絆」
プロジェクト（再掲）

学校と家庭・地域の連携による教育の充実・強化を図
るため、モデル校を選定し、モデル校の学校協力者会
議にコーディネーターを１人配置して、学校と地域を
調整し、家庭・地域による教育支援活動と学校による
地域貢献活動を実施する。平成27年度は、新たに２校
を加え、中学校８校で実施する。

実施校数（校） 8 7,994

（４）　青少年の健全育成

番号 事業名 事業内容
２７年度
決算見込額

205

思春期保健対策事業（再
掲）

小・中学生を対象とした「乳幼児期とのふれあい体
験」や小・中学生の保護者および高校・大学生等を対
象とした思春期保健に関する講演会を実施する。

講演会実施回数
(回)

18 286

開催回数（回） 24

相談件数（件） 1,708

207

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ける精神科医師等による相談を
実施する。 開催回数（回） 144 3,872

208

未成年者の禁酒・禁煙を
徹底する環境づくり事業

関連団体、関連事業者、行政により構成する「広島市
未成年者の禁酒・禁煙環境づくり事業実行委員会」に
おいて、未成年者の禁酒・禁煙に関するポスター募集
やキャンペーン等を実施する。また、各保健センター
による大学等での禁酒・禁煙の健康教育や、市内の保
育園・幼稚園において、園児への紙芝居の読み聞かせ
による防煙教育を実施する。

保育園児等への
防煙教育（園）

132 899

209
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、青少年の健全育成を図る。 参加者数（人） 約4,300 579

210
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

の健全育成を図る。 参加者数（人） 約7,600 1,472

211

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（再掲）

「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」に定める基本方針に基づき、ノー電子メディ
アデーの推進、青少年への携帯電話販売・安心サポー
ト宣言店の登録及び電子メディアに関する講習会の開
催など、家庭・学校・地域・事業者が連携して事業を
行う。

電子メディアに関す
る啓発事業に参加し

た人数（人）
23,853 2,131

212

非行防止地域巡回事業 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
行う。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する。

青少年指導員
委嘱者数（人）

785 17,739

213

非行防止活動推進事業 非行防止に係る啓発活動の充実を図るとともに、区や
地域が一体となった非行防止への取組を推進する。
（27年度実績）
・非行少年問題学習会の開催…家庭、学校、地域を対象に、非行防止や非行
からの立ち直りに関する「非行少年問題学習会」を開催し、保護者への働きか
けや地域との交流を目指す。
　テーマ　「少年非行の現状及びその対応について」　参加者　75人
・少年非行問題セミナーの開催…一般市民を対象に様々な角度から少年の非
行問題について考えるセミナーを開催する。
　テーマ　「少年非行の動向と少年サポートのあり方」　参加者　60人

左記のとおり － 1,204

214

非行防止自立支援事業 学校・地域・関係機関などが連携した非行少年の立ち
直りのための支援の充実と環境づくりを行う（居場所
づくり支援、就学・就労サポート）。
・少年サポートルーム…少年たちの居場所として「少年サポートルーム」を運営
し、異なる年齢層の様々な人と交流し、自尊感情や社会との絆の再生を図り、
規範意識を向上させるとともに再非行を防止する。
　開催回数　43回　　参加者　延べ387人
・就学・就労サポート…非行少年の立ち直りを図るため、職員または非行少年
対策活動ボランティアにより、学習・就学や就労に関する助言を行う。
　ボランティアによる学習支援　延べ38回実施（対象児童・生徒2人）

左記のとおり － 885

※各事業の27年度決算見込額は、人件費を除く。

206

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専
門医師による指導助言及び各区保健センターにおける
精神科医師等による相談を実施する。

3,741

２７年度実績
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１　教育・保育

【１号認定】保育の必要性なし（３～５歳） 幼稚園、認定こども園 全市

【２号認定】保育の必要性あり（３～５歳） 保育園、認定こども園 中学校区

【３号認定】保育の必要性あり（０～２歳） 中学校区

（１号認定は各年度５月１日現在、２・３号認定は各年度４月１日現在）（単位：人）

計画数

(A)

実績数

(B)

B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

19,145 15,961 ▲ 3,184 19,019 18,599 18,146 17,701

②確保方策

特定教育・保育施設

（確認を受けない幼稚園を含む。）

計画数

(A)

実績数

(B)

B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

15,412 15,306 ▲ 106 15,311 14,973 14,609 14,250

②確保方策 15,423 15,575 152 15,720 15,695 15,470 15,245

計画数

(A)

実績数

(B)

B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

9,874 9,608 ▲ 266 10,172 10,495 10,827 11,165

10,506 10,358 ▲ 148 10,569 10,664 10,966 11,305

特定教育・保育施設 10,361 10,208 ▲ 153 10,347 10,402 10,647 10,948

特定地域型保育事業 145 150 5 222 262 319 357

◆要保育率（全市）

（単位：％）

計画（Ａ） 実績（Ｂ） B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

30.42 30.06 ▲ 0.36 32.13 33.85 35.58 37.31

44.60 44.39 ▲ 0.21 44.60 44.60 44.60 44.60

（評価・今後の取組等）

【１号認定】

・入園申込児童数（必要利用定員総数（量の見込み））は計画を下回り15,961人となり、定員（確保方策）

は計画を上回る20,228人となった。

【２号認定・３号認定】

・２号認定・３号認定を合わせた入園申込児童数（必要利用定員総数（量の見込み））は、計画を下回

り、24,914人となった。定員（確保方策）については、前年度待機児童が多かった安佐南区、西区を中心

に保育園新設等を行った結果、計画を上回る25,933人となった。

・また、保育サービスアドバイザーの増員配置など集中的な取組を行ったことにより、待機児童は前年

度比で381人減の66人となった。

②確保方策

３～５歳

計画

０～２歳

区分

27年度実施状況

19,019 18,599

計画

区域

施設・事業

保育園、認定こども園、地域型保育事業

①必要利用定員総数

　　（量の見込み）

３

号

認

定

２

号

認

定

①必要利用定員総数

　　（量の見込み）

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び確保方策に係る進捗状況

27年度実施状況

①必要利用定員総数

　　（量の見込み）

19,145 20,228 1,083 18,146

１

号

認

定

区分

17,701

区分

区分
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２　地域子ども・子育て支援事業

（１）時間外保育事業
（１）時間外保育事業（１）時間外保育事業
（１）時間外保育事業

本市事業名 延長保育事業

事業概要

対象年齢 ０～５歳

提供区域 中学校区

（各年度4月1日現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人 4,147 2,935 ▲ 1,212 4,179 4,177 4,172 4,168

②確保方策 人 4,147 2,935 ▲ 1,212 4,179 4,177 4,172 4,168

（評価・今後の取組等）

（２）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・病後児）
（２）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・病後児）（２）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・病後児）
（２）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・病後児）

本市事業名 ①病児・病後児保育事業、②ファミリー・サポート・センター事業（病児・病後児）

事業概要

対象年齢 ①０歳～小学校３年生、②０歳～小学校６年生

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人日 18,029 16,112 ▲ 1,917 18,169 18,159 18,136 18,121

②確保方策 人日 18,029 16,112 ▲ 1,917 18,169 18,159 18,136 18,121

人日 17,849 15,998 ▲ 1,851 17,987 17,977 17,955 17,940

（か所）

（13） (14) （1） （14） （14） （14） （14）

ファミリー・サポート・セン

ター事業

人日 180 114 ▲ 66 182 182 181 181

（評価・今後の取組等）

単位

計画

・利用実績数は計画数を下回った。

・平成27年度において病児・病後児保育事業の定員は、利用実績数を上回る23,633人日を確保している

が、利用が集中することにより利用ができない児童については、医療機関に付設される保育施設を増や

すとともに、ファミリー・サポート・センター事業の利用件数の拡大を図ることとし、それに見合った提供会

員を確保していく。

※保育園やその周辺地域の児童・保護者の利便性の向上を図る観点から、計画数に掲載する施設の

他に、保育園に付設される病後児保育施設を1施設開設し、59人日の利用があった。

保護者の就労形態の多様化、通勤時間の延長に対する需要に対応するため、通常（昼

間）保育の後、１時間、２時間、４時間の延長保育を行う。

①量の見込み

病児・病後児保育事業

・利用実績数は計画数を下回った。

・平成27年4月1日現在、定員は、利用実績数を上回る4,556人を確保しているが、延長保育を希望しな

がら利用ができていない児童については、保育園の利用調整により対応する。それでもなお利用希望が

ある場合は、定員増や未実施園での実施により対応する。

区分

①市内の保育園に通園している乳幼児等が、病気の「回復期」等で集団保育が困難な期

間、医療機関等に付設された保育施設において一時的に預かる。

②子どもの一時預かりなど子育ての援助を受けたい依頼会員と援助を行う提供会員を登

録し、会員同士による子育ての援助活動を行う。

区分 単位

27年度実施状況 計画

①量の見込み

27年度実施状況
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（３）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）
（３）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）（３）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）
（３）一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）

本市事業名 預かり保育事業

事業概要

対象年齢 ３～５歳

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

①量の見込み 人日 (170,718) (169,588) (165,837) (161,830) (157,831)

１号認定 人日 21,787 21,644 21,166 20,651 20,144

２号認定 人日 148,931 147,944 144,671 141,179 137,687

②確保方策 人日 (170,718) (169,588) (165,837) (161,830) (157,831)

１号認定 人日 21,787 21,644 21,166 20,651 20,144

２号認定 人日 148,931 147,944 144,671 141,179 137,687

（評価・今後の取組等）

（４）一時預かり事業（（３）以外）、子育て援助活動支援事業（一時預かり）
（４）一時預かり事業（（３）以外）、子育て援助活動支援事業（一時預かり）（４）一時預かり事業（（３）以外）、子育て援助活動支援事業（一時預かり）
（４）一時預かり事業（（３）以外）、子育て援助活動支援事業（一時預かり）

本市事業名 ①一時預かり事業、②ファミリー・サポート・センター事業（一時預かり）

事業概要

対象年齢 ①０歳～５歳、②０歳～小学校６年生

提供区域 中学校区

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人日 46,142 35,107 ▲ 11,035 45,264 44,309 43,406 42,575

②確保方策 人日 46,142 35,107 ▲ 11,035 45,264 44,309 43,406 42,575

一時預かり事業

（保育園）

人日 32,761 27,370 ▲ 5,391 32,137 31,459 30,818 30,228

ファミリー・サポート・セン

ター事業

人日 13,381 7,737 ▲ 5,644 13,127 12,850 12,588 12,347

（評価・今後の取組等）

312,191 141,473

312,191 141,473

27年度実施状況 計画

27年度実施状況 計画

幼稚園に入園している幼児を対象に、通常の教育時間の前後や夏休み等の長期休業期

間に預かり保育を行う。

区分 単位

・27年度実績を集計した結果、ニーズ調査による計画数（日常的に祖父母等の親族に子どもをみてもら

える家庭などを除外した推計値）と実績数に乖離が生じ、利用実績数は計画数を大幅に上回った。

・既存の私立幼稚園及び認定こども園での受入で対応できており、引き続き、確保に努める。

①保育園に入園していない乳幼児を対象に、保護者が就労、傷病等で家庭での保育が一

時的に困難となる場合などに、昼間、保育園で預かる。

②子どもの一時預かりなど子育ての援助を受けたい依頼会員と援助を行う提供会員を登

録し、会員同士による子育ての援助活動を行う。

区分 単位

・利用実績数は計画数を下回った。

・平成27年度において保育園における一時預かり事業の定員は、利用実績数を上回る77,410人日を確

保しているが、利用が集中することにより利用ができない児童については、保育園の利用調整により対

応するとともに、ファミリー・サポート・センター事業の利用件数の拡大を図ることとし、それに見合った提

供会員を確保していく。

①量の見込み
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（５）利用者支援に関する事業
（５）利用者支援に関する事業（５）利用者支援に関する事業
（５）利用者支援に関する事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 ０～５歳

提供区域 行政区

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

か所 8 8 0 8 8 8 8

②確保方策

保育サービス相談事業

地域子育て支援拠点事業

妊娠・出産包括支援事業

（評価・今後の取組等）

（６）放課後児童健全育成事業
（６）放課後児童健全育成事業（６）放課後児童健全育成事業
（６）放課後児童健全育成事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 小学校１年生～小学校６年生

提供区域 小学校区

（各年度５月１日現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人 7,387 7,668 281 7,955 8,568 8,579 8,522

②確保方策 人 7,387 7,408 21 7,955 8,568 8,579 8,522

（評価・今後の取組等）

・利用実績数は計画数を上回った。

・27年度実績における量の見込みと確保方策の差（260人）のうち、同区域に空きがあるにも関わらず利

用しない児童を除き、待機児童は238名（中区3人、東区21人、南区23人、西区64人、安佐南区52人、安

佐北区44人、安芸区10人、佐伯区21人）である。

・平成27年度において、利用実績数が計画数を上回り、待機児童が増えた理由としては、主に、①雇用

情勢の好転で就労世帯が増えたこと、②制度改正にあたり、小学校の全児童に制度改正の主な内容を

説明するチラシを配布したことから、制度自体の周知が進んだこと（これまでは新一年生のみに周知）な

どが考えられる。

・平成28年度の受入れに向け、利用児童数推計の見直しを行い、希望する全ての児童を受け入れられ

るよう、42か所クラス増設（公営２８か所、民間１４か所）を行うなど受入体制の整備を進めた。

子どもと保護者や妊娠している方等が、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業

を円滑に利用できるよう、情報提供及び相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調

整等を実施する。

8 8 8 8

①量の見込み

8

単位

27年度実施状況 計画

①量の見込み

か所 8 0

・計画どおり、各区役所（８か所）において事業を実施した。

放課後児童クラブ

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校１年生から３年生までの児童に、適切な

遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る。なお、児童福祉法の改正により、平

成２７年度から、受入対象児童を小学校６年生まで拡大している。

区分

区分 単位

27年度実施状況 計画

①保育サービス相談事業、②地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）、③妊

娠・出産包括支援事業

24



（７）子育て短期支援事業
（７）子育て短期支援事業（７）子育て短期支援事業
（７）子育て短期支援事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 18歳未満

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人 684 936 252 703 723 744 765

②確保方策 人 684 936 252 703 723 744 765

（評価・今後の取組等）

（８）乳児家庭全戸訪問事業
（８）乳児家庭全戸訪問事業（８）乳児家庭全戸訪問事業
（８）乳児家庭全戸訪問事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 ０歳（生後４か月まで）

提供区域 行政区

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人日 8,375 7,681 ▲ 694 8,375 8,375 8,375 8,375

（％） （80.6） (72.3） (▲8.3) （82.3） （83.8） （85.3） （86.6）

第１子訪問人数

人日 4,989 3,906 ▲ 1,083 4,885 4,796 4,715 4,644

（訪問率）
（％） （100.0） （78.6） (▲21.4) （100.0） （100.0） （100.0） （100.0）

第２子訪問人数

人日 3,386 3,775 389 3,490 3,579 3,660 3,731

（訪問率）
（％） （62.7） （66.7） （4.0） （66.0） （68.9） （71.7） （74.2）

②確保方策 ―

民生委員・児童

委員1,964人、

助産師30人、

保健センター保

健師35人

民生委員・児童

委員１８77人、

助産師30人、

保健センター保

健師３６人

（評価・今後の取組等）

子育て短期支援事業（ショートステイ）

保護者が疾病等や子育てに対する不安などで家庭における養育が一時的に困難に

なった場合、乳児院及び児童養護施設において預かる。

①量の見込み

・利用実績数は計画数を上回った。

・利用者数の増加の状況に応じて、実施施設の拡大を検討していく。

・訪問実績数は計画数を下回った。

・訪問率の増加に向け、母子健康手帳交付時等に事業への理解を深めるとともに、支援体制の充

実を図るため、必要なマンパワーの確保に努める。

民生委員・児童委員1,964人、助産師30人、

保健センター保健師35人

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、乳児のいる家

庭と地域社会とをつなぐ最初の機会とし、孤立化を防ぐとともに、子育てに関する相談

や情報提供を行い、支援が必要な家庭については継続した支援につなげる。

こんにちは赤ちゃん事業

27年度実施状況 計画

区分 単位

①量の見込み

区分 単位

27年度実施状況 計画
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本市事業名

事業概要

対象年齢 18歳未満

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

回 835 388 ▲ 447 854 874 896 916

（世帯）

（33） （22） （▲11） （34） （35） （36） （36）

②確保方策 か所 13 14 1 13 13 14 14

（評価・今後の取組等）

（10）地域子育て支援拠点事業
（10）地域子育て支援拠点事業（10）地域子育て支援拠点事業
（10）地域子育て支援拠点事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 概ね３歳未満

提供区域 行政区

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人日 99,284 99,137 ▲ 147 108,556 119,204 130,674 143,207

②確保方策 か所 13 13 0 14 15 16 17

直営型
か所 8 8 0 8 8 8 8

公募型
か所 5 5 0 6 7 8 9

（評価・今後の取組等）

①量の見込み

単位

27年度実施状況

子育て家庭の孤立化や育児不安への対応を図るとともに、これらを背景とした児童虐

待の発生を未然に防止するために、常設オープンスペースを設置し、親子の交流の場

の提供、子育てに関する相談、助言の実施、地域の子育てに関する情報提供等を行

う。

単位

27年度実施状況 計画

・利用実績数は、計画数と概ね同じであった。

・今後とも、利用者数の増加に応じて、順次、公募型施設を開設していく。

①量の見込み

区分

養育支援訪問事業

児童虐待のリスクが高い家庭など養育支援が特に必要な家庭に援助員を派遣し、子

育て・家事支援を行うことにより適切な養育を確保し、児童虐待の発生を予防する。

区分

計画

（９）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対す
（９）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対す（９）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対す
（９）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対す

る支援に資する事業
る支援に資する事業る支援に資する事業
る支援に資する事業

・平成27年4月に、1事業所（佐伯区）を増やしたが、利用実績数は計画数より大幅に下回った。

・今後、関係機関との連携により、要支援者の把握に努めるとともに、それに見合った体制を確保し

ていく。

地域子育て支援拠点事業（常設オープンスペース）
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（11）子育て援助活動支援事業（放課後利用）
（11）子育て援助活動支援事業（放課後利用）（11）子育て援助活動支援事業（放課後利用）
（11）子育て援助活動支援事業（放課後利用）

本市事業名

事業概要

対象年齢 小学校１年生～小学校６年生

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人日 1,294 1,923 629 1,153 1,031 916 808

②確保方策 人日 1,294 1,923 629 1,153 1,031 916 808

（評価・今後の取組等）

（12）妊婦に対して健康診査を実施する事業
（12）妊婦に対して健康診査を実施する事業（12）妊婦に対して健康診査を実施する事業
（12）妊婦に対して健康診査を実施する事業

本市事業名

事業概要

対象年齢 ―

提供区域 全市

（各年度末現在）

計画数(A) 実績数(B) B-A 28年度 29年度 30年度 31年度

人 11,115

11,004

▲ 111 10,909 10,707 10,508 10,314

（回） （134,586） (130,314)

(▲4,272)

（131,862） （129,193） （126,578） （126,264）

②確保方策 ―

【実施場所】

市内産婦人科

医療機関

【受診回数】

国が定める望

ましい基準健診

回数14回

23週まで：4週

間に1回　計4回

24～35週：2週

間に1回　計6回

36週～分娩：1

週間に1回　計4

回

【検査項目】

国が定める望

ましい基準の検

査項目

【実施場所】

市内産婦人科

医療機関

【受診回数】

国が定める望

ましい基準健診

回数14回

23週まで：4週

間に1回　計4回

24～35週：2週

間に1回　計6回

36週～分娩：1

週間に1回　計5

回

【検査項目】

国が定める望

ましい基準の検

査項目

（評価・今後の取組等）

①量の見込み

ファミリー・サポート・センター事業（放課後利用）

子どもの一時預かりなど子育ての援助を受けたい依頼会員と援助を行う提供会員を

登録し、会員同士による子育ての援助活動を行う。

区分 単位

27年度実施状況 計画

・人数及び受診回数とも、実績数が計画数を下回った。

・すべての妊婦が受診できるよう、体制及び受診回数、検査項目を確保するとともに、母子健康手帳

交付時等に、健診の必要性について理解を深めてもらい、事業の活用を促していく。

・利用実績数が計画数を上回った。

・今後とも利用件数の拡大に対応するため、提供会員を確保していく。

妊婦健康診査事業

母体や胎児の健康を確保し、安心して出産できるよう、妊婦健康診査の費用を助成

し、妊婦の受診を促す。

区分 単位

27年度実施状況 計画

①量の見込み

【実施場所】

市内産婦人科医療機関

【受診回数】

国が定める望ましい基準健診回数14回

23週まで：4週間に1回　計4回

24～35週：2週間に1回　計6回

36週～分娩：1週間に1回　計4回

【検査項目】

国が定める望ましい基準の検査項目
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