
○リーダー養成講習会の実施
・市報・ＨＰの充実や，市内中学・高校や９駅へのチラシ配架，地域情報誌への掲載，ＳＮＳの活用等，年齢層に応じた様
　々な方法で広報活動を展開するとともに，アンケートに基づき受講生の関心の高いプログラムを導入する等，リピーター
　及び新規受講生の確保に努めた結果，各リーダー講習会において，前年度を上回る参加者を募ることができた。
○児童・生徒の意見発表機会の提供
・「ぼくたち・わたしたちが育てたい調布の自然」をテーマに調布っ子夢会議を開催し，調布ＦＭでの放送や，ＤＶＤ・記
　録冊子の作成及び小学校への配布並びに環境政策課への提出により，広く子どもたちの意見を周知することができた。
○放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の充実
・児童福祉法の改正や保護者ニーズ等への対応に向け，これまで以上に利用しやすいユーフォーを目指し，運営を民間事業
　者に委託するとともに，学童クラブとのより一層の連携を図るため，事業所管を児童青尐年課に移管した。
・運営委託事業者の選定にあたり，行政職員のみならず，小学校長や学童クラブ利用児童の保護者，ＰＴＡ連合会等の代表
　者が審査員に加わることで，より保護者の意向を反映した，ニーズに合致した事業者を選定することができた。
○青尐年交流・体験事業の推進
・青尐年交流館では，月に１回程度のイベント開催のほか，青尐年ステーションＣＡＰＳとの交流事業を実施するとともに
　新規利用者獲得に向けパンフレットを作成し小学校等に配架した結果，前年度を上回る利用があった。
・公民館では多様なイベントを開催した結果，多くの子どもたちの参加を得，様々な体験の場を提供することができた。
○これらの結果から，青尐年同士の交流を通じた社会性を育むための青尐年の育成施策につき，推進することができた。

５　今後の方向性（ＡＣＴＩＯＮ）
○リーダー養成講習会の実施
・市報・ＨＰでの情報提供を継続するとともに，ＳＮＳ等の新たな広報媒体も活用し，可能な限りのＰＲ活動を展開する。
・リーダー養成の輪の循環のため，ジュニアサブリーダー講習会からジュニアリーダー講習会に繋げる取組を検討するほ
　か，グループ同士の関係性構築を図るためリーダーグループ会議を開催し，地域と一体でリーダー養成に邁進していく。
○児童・生徒の意見発表機会の提供
・市制６０周年を迎えるにあたり，自由で夢のある意見発表にふさわしい新たなテーマを検討するほか，開催時間・開催方
　法等についても，よりよい会議となるよう，見直しを図っていく。
○放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の実施
・土曜日及び三季休業中につき，お弁当持参としたことから，保護者に対し衛生管理への協力を周知していくほか，食物ア
　レルギー発生時の対応マニュアルに沿った対応を徹底するとともに，スタッフ向けアレルギー研修を継続実施していく。
・終日プレイルーム内のみでの活動を改善するため，グラウンドの利用が可能となるよう学校開放等と調整を図っていく。
○青尐年交流・体験事業の推進
・青尐年交流館では，利用者増加を図るため，市報やＨＰ，ＳＮＳ等を活用し，広報活動に注力していく。
・公民館では，さらに子ども会・学校等との連携を図り，夏・冬休み以外の時期での事業展開を検討し，利用促進を図る。

35 リーダー養成講習会の実施 A 継続

A 見直し

３　主要事業と達成度（ＤＯ）

事業番号 主要事業名 目標達成度 事業展開

４　施策の振返り（ＣＨＥＣＫ）

37

児童・生徒の意見発表機会の提供 A 継続

施策振返りシート

施策 10 青少年の育成 施策主管課長
社会教育課長

市瀬　秀

  青尐年同士の交流を通じて社会性を身につけ，青尐年の健全育成を図る。

２　背景（ＰＬＡＮ）
○放課後の安全な遊び場・居場所の確保
　平成２４年度に市内全小学校でユーフォーを開設したことにより，これまで目標としてきた「ユーフォー
　の全校実施」が達成され，学童クラブと併せて安定的な放課後対策を実施してきた。しかし，児童福祉法
　の改正による学童クラブの対象学年の拡大や学童クラブとユーフォーの効果的な運営等，放課後の安全な
　遊び場・居場所を確保するうえで対応すべき課題が顕在化してきた。そのような課題に対応するため「小
　学校内にあるユーフォーと学童クラブ分室については同一事業者に運営委託することで，サービスの拡充
　を図るとともに，これまでの両事業の特性を生かし，より連携し，充実した放課後対策を図る」という方
　向性が決定した。
　また，平成２６年６月に国において策定された「放課後子ども総合プラン」では，全ての就学児童が放課
　後を安心・安全に過ごし，多様な体験・活動を行うことができるよう，一体型を中心とした放課後児童ク
　ラブ（学童クラブ）及び放課後子供教室（ユーフォー）の計画的な整備等を進めることが掲げられており，
　更なる放課後の安全な遊び場や居場所の確保が求められている。
○地域で活躍できる青尐年の育成
　調布市では約５０年にわたり，リーダー講習会を実施し，地域で活躍できる青尐年の育成に努めてきた。
　リーダー講習会の卒業生がリーダーグループを立ち上げるなど，青尐年育成への熱い思いは脈々と続いて
　いる。今後も青尐年が次世代を担う社会の一員として自覚と責任を持って社会生活をおくることができる
　よう，場の提供や人材の育成について，学校，地域，行政が一体となった取組を推進していく必要がある。

放課後遊び場対策事業（ユーフォー）の充実

１　施策のねらい（ＰＬＡＮ）

38 青尐年交流・体験事業の推進 A 継続

36
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○より積極的な広報活動を行う。
・各講習会の活動を広める取組みとして，引き続き，市報・ホームページでの情報提
　供を行うとともに，新たな広報媒体（ＳＮＳ等）も活用し，できうる限りのPR活
　動を行っていく。
○ジュニアサブリーダー講習会からジュニアリーダー講習会へ繋げる取組
・リーダー養成の輪を循環させるためにも，地域と連携し，ジュニアサブリーダー講
　習会からジュニアリーダー講習会に繋げる取組を検討するほか，ジュニアサブリー
　ダーの指導を担う各地域のリーダーグループ同士の関係性構築を図っていくため，
　リーダーグループ会議を開催し，地域と一体となってリーダー養成に努めていく。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○各講習会受講生が依然として減尐傾向にあるため，参加者の獲得が課題である。
○リーダー養成の輪を循環させるためにも，ジュニアサブリーダー講習会からジュニアリーダー講習会にいか
　に繋げていくか，地域と一緒になって検討していく必要がある。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

A
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

　小学生を対象としたジュニアサブリーダー講習会，中学生対象のジュニアリーダー講習会，高校生対象のシニ
アリーダー講習会，高校生以上対象のレクリエーション講習会を実施し，地域で活躍できる人材を育成し，将来
の地域のリーダーを養成することで，学びの循環により，青尐年の健全育成を図る。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○ジュニアサブリーダー講習会を市内20地区中，12地区で実施した。
○年齢層に応じた講習会に関する広報活動を実施。
・市報・ホームページの充実を図り，活動内容がわかりやすく伝わるよう努めるとともに，ジュニア・シニア
　リーダー講習会については，市内中学・高校へのチラシの配架のほか，地域情報誌182ｃｈへの掲載，SNS
　の活用等を行った。レクリエーション指導者養成講習会については，市内9駅でチラシの配架や，教育機関及
　び福祉施設等の関係者へ参加の呼びかけ等，各講習会の年齢層に応じて，様々な方法で広報活動に努めた。
○講習会のプログラムの見直し
・前年度のアンケート結果に基づき，受講生の関心の高いプログラム（健康体操やゲーム指導法等）を導入
　し，リピーターの確保及び新規受講生の獲得に努めた。
○レクの集い，ＪＬ（ジュニアリーダー）大会の実施
・レクリエーションに関わる児童・生徒の交流や成果発表の場としてレクの集い，ＪＬ大会を開催した。

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○各地域の協力により，12地区でジュニアサブリーダー講習会を実施し，314人の参加者が募った。
○ジュニアリーダー講習会の参加者は51人，シニアリーダー講習会の参加者は18人で，ジュニア・シニア講
　習会合計で６９人の参加があり，前年比3人増であった。
○レクリエーション指導者養成講習会は51人の参加があり，前年比9人増であった。
○レクリエーションに関わる児童・生徒が一堂に会し，交流を図る場として「レクの集い」を開催したほか，1
　年間の活動の成果発表の場として「ＪＬ大会」を開催し，それぞれ250人を超える関係者が参加した。

35 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

青尐年の育成10

事業名
ＮＯ．

リーダー養成講習会の実施
事業主管課 社会教育課
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○児童の意見発表の場が夢会議以外ないことから，継続して実施していくことによ
　り，まちづくりへの参加意識を高めていく。また，市制60周年を迎えるにあた
　り，自由で夢のある意見発表に相応しいテーマ設定や実施方法等について検討し，
　より良い会議となるよう見直しを図っていく。
○1つでも多くの意見が市政に反映できるよう，関係部部署に働きかけを行って
　いく。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○「子どもの意見を市政に反映させる」という調布っ子夢会議の目的を念頭に置き，テーマ，発表対象者，実施
　方法等を検討する必要がある。
○子どもたちの意見を，どう市政に反映させるか検討する必要がある。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

A
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

　自由で夢のある意見発表の機会を提供するとともに，学校の枠を超え，各校の児童，生徒同士で意見交換し交
流する場を提供する。また，活動を通して，地域社会の一員として，まちづくりへの参加意識を高める。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○調布っ子夢会議の開催
・テーマ「ぼくたち・わたしたちが育てたい調布の自然」～調布の自然を育てる・増やすために，ぼくたち・わ
　たしたちにできること～
・発表者16人（公立６校・私立２校，各校男女各１人），傍聴者78人
・開催後に調布ＦＭにて当日の模様を放送した。
・DVD，記録冊子を作成し，発表児童及び小学校へ配布した。

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○子どもたちの意見をまちづくりに反映させるため，記録冊子を作成し，環境政策課へ提出した。
○司会進行を務めるシニアリーダー講習会参加者（高校生）が中心となり，会議前に子どもたち同士の交流の場
　を演出することで，学校の枠を超え，子どもたち同士の交流を深めることができた。

36 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

青少年の育成10

事業名
ＮＯ．

児童・生徒の意見発表機会の提供
事業主管課 社会教育課
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主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

青少年の育成10

事業名
ＮＯ． 放課後遊び場対策事業

（ユーフォー）の充実

事業主管課 社会教育課

37 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

　市立小学校の児童に対し，放課後の学校施設を利用して安全な遊び場・居場所を提供するとともに，異なる年
齢の児童間の交流等，遊びを通して社会性や創造性を養うことで，青少年の健全育成を図ることを目的とする。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○ユーフォーの登録・利用状況
　・登録児童数：6,490人（在籍児童数：10,223人），登録率：63.5％，延べ開設日数：4,457日，
　　延べ参加児童数：112,095人，1日平均利用人数：25.2人
○学童・ユーフォーの運営委託事業者選定に伴うプロポーザルの実施
　・応募事業者数：5事業者，選定事業者数：3事業者
○学童・ユーフォー事業説明会の実施
　・実施回数：3回，説明会参加者数：451人
　・説明内容：学童クラブの入会基準，学童クラブ・ユーフォー事業の特徴やサービスの拡充，変更内容等
○ユーフォー事業の児童青少年課への事務移管

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○今年度も多くの児童にユーフォーを利用してもらうとともに，市立全20小学校で安定した運営を行うことができた。
○児童福祉法の改正や保護者ニーズ等への対応に向け，開設時間や開設日数の拡大や専門的な知識を有するスタッフの常設
　など，これまで以上に利用しやすいユーフォーを目指し，運営を民間事業者に委託するとともに，学童クラブとのより一
　層の連携を図るため，ユーフォー事業の所管を児童青少年課に移管した。
○運営委託事業者の選定については，行政職員だけでなく，小学校校長や学童クラブ利用児童の保護者，PTA連合会や学童
　保育連絡協議会，健全育成推進地区代表者連絡協議会の代表者が審査員に加わることで，より保護者の意見を反映した，
　ニーズに合った事業者を選定することができた。

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

Ａ
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

○お弁当を持参する際は，保護者に対し，保冷剤を入れる等の衛生管理への協力を周
　知していくほか，スタッフ向けの食物アレルギー研修を継続的に実施する等，市の
　食物アレルギー対応マニュアルに沿った対応を徹底していく。
○土曜日は，多くの小学校で学校開放等が校庭やグラウンドを使用していることか
　ら，関係性を考慮し，プレイルームでの遊びを基本とし運営していく。しかし，1
　日中プレイルーム内だけの活動は好ましくない状況であることから，学校運営や使
　用団体の活動に影響のない範囲で利用できるよう，学校開放等と調整していく。
○日々の運営状況等については，今後も小学校校長会や副校長会で報告していくほ
　か，運営委員会に学校関係者にも参加してもらうなど，今後も学校関係者とは関係
　性を継続して事業を実施していく。また，特に重要な案件については，社会教育課
　が窓口となり教育委員会で報告していく。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○平成27年度からは土曜日及び三季休業中については，お弁当持参としたことから，お弁当の衛生管理や食物
　アレルギー対策，職員への意識啓発を講じる必要がある。
○平成27年度からは土曜日は午前8時から午後5時まで開設することから，校庭や体育館等，ユーフォープレ
　イルーム以外の遊び場も提供していく必要がある。
○ユーフォー事業の所管は児童青少年課に移管したが，小学校の施設を利用した事業であることから，小学校
　校長，副校長をはじめとした学校関係者や教育委員会との関係性をいかに継続していくか課題である。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）

88



主要事業評価シート

施策
ＮＯ．

青尐年の育成10

事業名
ＮＯ．

青尐年交流・体験事業の推進
事業主管課 社会教育課

38 事業区分
市基本計画

事業
行革プラン その他

１　事業の目的（ねらい）・目標　（ＰＬＡＮ）

Ｃ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が一部得られた。（達成率49％～20％）

　青尐年が自由に集まることのできる安全な居場所としての交流スペースを提供することで，青尐年同士やサー
クルの交流を通して，社会性を身に付け，青尐年の育成を図る。また，公民館では青尐年の学習活動を支援する
ための機会や場の提供を行う。

２　取組実績，取組成果・取組効果　（ＤＯ）
①　平成２６年度の取組実績
○青尐年交流館では月に1回程度のイベント開催のほか，青尐年ステーションCAPSとの交流事業を実施した。
　・卓球大会，手づくり講座，忘年会，人間すごろく大会，パソコン講習会（毎月）等
　・青尐年交流館・青尐年ステーションCAPS交流事業（水鉄砲大会，クリスマスパーティ－）
○公民館では青尐年の学習活動を支援するため，様々なイベントを開催した
　・東部公民館　ジュニア教室（フランスの焼菓子作り，暑中見舞いとカリグラフィー体験，フルート体験，将
　　棋道場，イラスト塾）
　・西部公民館　子ども体験教室(バンダナ染め，盲導犬のしごと，サツマイモ掘りと料理，アート遊び），子
　　ども料理教室，親子自然観察会，子どもとおとなの天文学教室，子ども科学教室
　・北部公民館　子ども科学教室，子ども陶芸教室（全６日），ゆかた着付け教室，親子工作教室，ドラム入門
　　教室，子どもアニメーションスペシャル，親子料理教室
○青尐年交流館の新規利用者獲得に向け，パンフレットを作成し，小学校等の各関係機関にて配架を行った。

②　平成２６年度の取組成果・取組効果
○青尐年交流館では，延べ4,955人（前年度比172人増）の青尐年の利用があったほか，多目的室及び集会室
　は延べ409団体，3,607人（前年度比９1人増）の団体利用があった。
○公民館ではフルート，ドラム及びバンダナ染めなど，子どもたちに様々な体験の場を提供することで，３館合
　計で延べ８６４人の参加があった。

①　課題を踏まえた今後の取組（具体的な改善策） ②　事業展開

３　点検・評価　（ＣＨＥＣＫ）
①　目的達成度評価

評価 Ａ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が十分得られた。（達成率80％以上）

A
Ｂ 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果が概ね得られた。（達成率79％～50％）

○引き続き，青尐年が交流する安全な居場所として運営し，青尐年の活動のサポート
　を行っていく。
○青尐年交流館では，今後も青尐年ステーションCAPSとの交流事業を継続して実施
　していくほか，青尐年の参加につながるイベントを打ち出していく。また新規の利
　用者やイベント参加者を増やすため，市報やホームページのほか，SNSも活用し，
　広報活動に注力していく。
○公民館では，これまで以上に子ども会・学校等との連携を図り，公民館の利用を促
　進する。

継続（現状維持）

拡　充

見直し（手法等）

廃　止（縮小）

D 事業の目的（ねらい）・目標に即した成果や効果がほとんど得られなかった。（達成率19％以下）

②　課題
○青尐年交流館では月に1回程度，様々なイベントを開催しているが，内容によって参加者数に差があるため，
　より青尐年の参加につながるようなイベントを打ち出していく必要がある。
○青尐年交流館の新規利用者の確保に向けて，広報誌を小学校等の関係機関に配架するだけでなく，市報やホー
　ムページ，SNSを活用し，青尐年交流館の取組をより幅広く周知していく必要がある。
○公民館では，幅広い分野で事業展開をしているが，小中学生やその保護者の利用が尐ない。また，設備等の関
　係で，定員を増やせない教室もある。現在，学校の夏休み・冬休みを中心に事業を行っているが，小中学生の
　利用増につなげるためにも，夏休み・冬休み以外の時期での事業展開を検討する必要がある。

４　今後の方向性（具体的な改善策）　（ＡＣＴＩＯＮ）
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