
平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）05（施策名）学校教育の充実 

主管課名 教育総務課 

主管課長名 小林 正雄 電話番号 042-481-7763 

関係課名 
（組織順） 

秘書課，総務課，総合防災安全課，スポーツ振興課，子ども政策課，保育課，児童青少年課， 
子ども発達センター，健康推進課，学務課，指導室 ，社会教育課，教育相談所，図書館 

 

目 

的 

対 象 小・中学生 

意 図 基礎的な知識や社会性，体力が身に付き，自ら学び，考える力を培う 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ72＞ 

次代を担う子どもたちが，それぞれの個性を伸ばし，主体的に考え，生きる力を育むための機会を推進するとともに，

支援を必要とする子ども一人一人に応じた学びと成長を促します。また，そのために必要な環境を整えます。 

 
ま ち づ く り 指 標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

目標値 
（平成 30 年度） 

１ 不登校児童・生徒の出
現率（上段：小学校，下
段：中学校）【☆，◎】 

0.57％ 
2.65％ 

（平成 25 年度） 

0.42％
2.55％ 

（平成 26 年度）

0.41％
2.48％ 

（平成 27 年度）

0.62％
3.13％ 

（平成 28 年度） 

0.1％（小） 
1.0％（中） 

２ 東京都「児童・生徒の
学力向上を図るための調
査」での東京都全体の平
均正答率を上回ったポイ
ント数【☆，◎】 

2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 
2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 
2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 
0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 
0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(小) 
5.0 ﾎﾟｲﾝﾄ(中) 

３ 小児生活習慣病予防健
診の正常及び管理不要の
生徒の割合【☆，◎】  

82.3％ 82.0％ 80.8% 80.２% 88.0％ 

４ 特別支援教室の設置校
数（小学校）【☆，◎】 

３校 20 校 20 校 20 校 
20 校

（平成 28 年度）
５ 防災教育の日の参加者

数【☆，◎】 
28,077 人  29,531 人 30,437 人 30,696 人 30,000 人 

６ 耐用年数を基本に屋上
防水・校舎の外壁・受変
電設備が予防保全できて
いる学校の割合【☆，◎】 

66％(67/101) 
38％(38/101) 
93％(26/28) 

84％(85/101)
47％(47/101)
96％(27/28)

93％(94/101)
71％(72/101)
96％(27/28)

96％(98/101) 
80％(81/101) 
96％(27/28) 

100％
(101/101) 

100％
(101/101) 

100％(28/28)

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 不登校児童・生徒の出現率【☆，◎】
不登校児童・生徒の出現率は，昨年度より小学校０．２１，中学校で０．６５ポイント上回る状況となりました。

スクールカウンセラーの活用や子どもを守る地域ネットワークとの連携等を通じて，未然防止や早期発見に努めると

ともに，文部科学省の問題行動調査やふれあい月間等を通じて，実態把握・傾向分析を行い，関係機関と連携し対応

しました。 
２ 東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」での東京都全体の平均正答率を上回ったポイント数【☆，◎】

 少人数・習熟度別学習指導の推進や授業改善，東京ベーシック・ドリルの活用に取り組みました。前年度と比較し

て，小学校では０．1 ポイント増加しましたが，中学校では０．４ポイント減少しました。 
３ 小児生活習慣病予防健診の正常及び管理不要の生徒の割合【☆，◎】 
 平成２９年度の「正常」及び「管理不要」の生徒の割合は，前年度と比較して０．６ポイント減少しました。また，

平成２５年度からの推移として，減少傾向が続いています。 
４ 特別支援教室の設置校数（小学校）【☆，◎】

平成２７年度から全小学校に特別支援教室を設置し，国からの委託事業の成果などに生かすとともに，教員の資質

向上や保護者への情報提供につとめ，特別支援教育の充実に向けて取り組みました。 
５ 防災教育の日の参加者数【☆，◎】 

６回目となった調布市防災教育の日については，前年度と比べ，保護者の参加人数が増加したことや，避難所担当

者や初動要員などの市職員の参加が増加したことにより，全体の人数が約２５０人増加しました。 
６ 耐用年数を基本に屋上防水・校舎の外壁・受変電設備が予防保全できている学校の割合【☆，◎】
屋上防水及び校舎の外壁は，学校施設の全棟数１０１棟中，改修工事により，屋上防水は３ポイント，校舎の外壁は

９ポイント改善しました。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№05 学校教育の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０５-１ 豊かな心の育成（総合戦略Ｄ－⑤） 
（◆豊かな心の育成）小・中学校全校で道徳授業地区公開講座を実施し，学校・保護者・地域と共に子どもたちの心
の育成に努めました。また，スクールカウンセラーについては，小・中学校全校に市費は年間３５日，都費は年間 
３８日配置し，２人体制の相談体制を継続するとともに，小学校５年生と中学校１年生への全員面接を実施しました。
（◆いじめ，不登校の未然防止及び子どもの貧困対策に向けた環境整備）校長会や生活指導主任会を通し，学校いじ
め防止対策基本方針に基づく組織的な対応で実施することを確認するとともに，「人権週間」や「いのちと心の教育
月間」などの取組を通して，市内全小・中学校でいじめの未然防止及び早期発見に向けた取組を進めました。東京学
芸大学と連携した「不登校児童生徒支援プロジェクト」により，不登校児童・生徒の学校復帰に向けた取組を行いま
した。また，教育支援コーディネーター室において，不登校児童・生徒の状況に応じた支援を行うとともに，スクー
ルソーシャルワーカーを活用して，保護者の相談や家庭の状況に応じた支援を行いました。 
（◆体験学習を通じた教育の推進）職場体験を，調布市立中学校全校で実施し，働くことの尊さや挨拶の励行，時間
を守ることの大切さ，自分の与えられた仕事をやり抜く責任感など多くのことを学び，新しい自分を発見できる機会
となりました。 
０５-２ 確かな学力の育成（総合戦略Ｄ－⑥） 
（◆学習指導要領の適正実施による年間指導計画の作成と実施）東京都「児童・生徒の学力向上を図るための調査」
において自校採点を実施し，全ての小・中学校に対して授業改善推進プランを策定し，その計画に基づく授業改善の
取組を実施しました。また，東京ベーシック・ドリルを授業時間や家庭学習等で活用するとともに，朝や放課後の時
間等に計画的に補習授業を設定し，低学力層の学力向上を図りました。 
（◆学力の定着）全小学校へ少人数指導講師を継続配置したことにより，低学年の算数指導において，一人一人の児
童に応じた，よりきめ細かな指導を行うことができました。 
（◆教員の指導力向上）若手教員，主任教諭，主幹教諭，校長や副校長といった，職層ごとの研修を実施し，教員の
意識や資質向上に努めました。 
（◆国際教育の推進）外国人指導講師を小・中学校全校に配置し，外国語活動や英語の授業の充実に努めました。小
学校では，外国語活動推進委員会を，中学校では AET 運営委員会を開催し，指導充実のための研修や，情報交換を
通して課題を改善するための検討・協議を行いました。小学校では平成 29 年度から小学校３年生での外国語活動を
導入し，AET を活用した授業に取り組みました。 
０５-３ 健やかな体の育成（総合戦略Ｄ－⑦） 
（◆体力の向上）国や都の体力調査の結果を踏まえ，調布市の課題を分析し，校長会や調布市立小・中学校研究会と
連携しながら課題解決を図りました。小学校においてタグラグビーの実技研修会を開催し，各学校の体育の授業で実
施するとともに，小学生タグラグビー大会を行いました。また，中学校では，私立校や公立校全校生徒を対象とした
選抜選手の選考会を実施し，東京駅伝大会に向けた取組の充実を図りました。また，学期ごとに体力向上の取組を実
施し，体力向上としての「一校一取組」や「一学級一実践」の取組を推進しました。 
（◆学校における食育の推進）給食や親子料理教室を通じて地場や姉妹都市木島平村の農産物を活用した学習活動を
実施しました。また，児童啓発用資料を活用した給食指導を通じ，互いの違いを認め合い，食物アレルギーのある児
童・生徒と他の児童・生徒が同じように給食時間を楽しみ，食を通した成長を促すことができました。 
（◆正しい生活習慣の習得）小児生活習慣病予防健康診断を実施し，健康や生活上の不安をもつ児童・生徒とその保
護者に対し健康相談を行いました。医療・栄養・保健・運動の各方面からのサポートにより，児童・生徒の健やかな
体の育成に努めるとともに，調布市医師会の提案を受け，より適切で効果的な健康診断方法について検討を開始しま
した。 
０５-４ 個性の伸長と協働の学校づくり（総合戦略Ｄ－⑧） 
（◆特別支援教育の推進）スクールサポーターを小・中学校全校に配置し，特別な支援を必要とする児童・生徒一人
一人の状況に合わせたきめ細かな教育的支援を行いました。小学校での特別支援教室の巡回指導を本格的に実施しま
した。こうした取組を踏まえ，平成２８年３月に改定した調布市特別支援教育全体計画の保護者への周知に努めまし
た。 
（◆地域による学校の支援）多摩川小学校，神代中学校，第四中学校，第七中学校に新たに学校支援地域本部を設置
し，設置数は小学校６校，中学校５校となりました。学校支援地域本部検討委員会や学校支援コーディネーターの連
絡会で，各校の取組の成果や課題を基に，地域人材を生かした取組を検討しました。 
（◆円滑な学校生活の推進）幼保小の連携を図るため，幼保小連携推進会議を実施し，小一問題の改善に向けた検討・
協議や小・中学校における特別支援教育について，幼稚園・保育園への周知・啓発に努めました。９月には，新入学
児童の保護者対象の説明会を実施し，小学校生活の様子や，学童・ユーフォーの様子について理解の促進に努めまし
た。また，就学支援シートの啓発を図るため，就学時健康診断時に全員の保護者に案内チラシを配布しました。 
（◆中学校学校選択制の実施）指定された通学区域以外の中学校に入学ができる学校選択制度を利用し１３６人（平
成３０年４月入学者）が指定通学区域外の中学校に入学し，特色ある学校づくりと個性の伸長に寄与しました。 

０５-５ 安全・安心な学校づくりの推進 
（◆食物アレルギー対策の推進）学校給食専門嘱託員（管理栄養士）の継続配置，食物アレルギー対応マニュアルの
適正な運用，給食を安全に調理・提供できる環境の整備，セカンドオピニオンとしての医師会指定医療機関の受診勧
奨等の学校現場での対応の充実とともに，教職員の研修・訓練に関する資料の作成・配布等により，緊急時の対応や
事故防止の体制強化を図りました。 
（◆通学路の安全確保の推進）平成２４年度に実施した通学路の緊急合同点検を定例化し，学校・警察・道路管理者
等とともに通学路の危険と思われる箇所を点検し，安全対策を行いました。また，通学路を撮影する防犯カメラの設
置や通学路標示板の更新・新設，通学路のマップの作成・配布を行い，通学路の安全確保に努めました。 
（◆防災教育の推進）4 月２２日（土）に第 6 回目となる防災教育の日の取組を全校一斉に実施しました。今回は，
命の授業，防災講話や児童生徒引き渡し訓練のほか，都立高校との連携に加え，新たに明治大学附属明治高等学校・
中学校と連携した取組を実施しました。 

０５-６ 教育施設の整備（総合戦略Ｄ－⑨） 
（◆計画的な施設整備）児童生徒数増加に伴う整備として，北ノ台小で増築校舎が完成し，神代中で校舎増築工事に
着手したほか，第五中で体育館改築工事が完了しました。 
（◆計画的な維持保全）老朽化対応として，柏野小ほか１校で防水改修，第一小ほか３校で校舎外壁改修を実施する
とともに，体育館やプールの改修についても実施しました。 
（◆学習環境の整備）杉森小で芝生化工事を実施したほか，小学校１２校・中学校４校で特別教室への空調整備を実
施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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事　業　費 　　　（千円） 25,339 25,804 23,663

所管部署 教育部・指導室・指導係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○スクールカウンセラーを

市立小・中学校全28校に配

置

○スクールカウンセラーを

市立小・中学校全28校に配

置 

・小学校35日×20校 

・中学校35日× 8校 

 

○スクールソーシャルワー

カーの配置 

月16日×3人 

 

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○食に関する指導の全体計

画，年間指導計画作成 

○食育推進事業の実施 

○学校給食への地場農産物

の活用 

○食事環境の充実に向けた

検討・実施

○食に関する指導の全体計

画，年間指導計画作成， 

計画に基づく指導の実施 

○給食指導用資料の購入・

活用 

○食育推進事業の実施 

○学校給食への地場農産物

の活用 

○食に関する指導の全体計

画，年間指導計画作成， 

計画に基づく指導の実施 

○給食指導用資料の購入・

活用 

○食育推進事業の実施 

○学校給食への地場農産物

の活用 

○食に関する指導の全体計

画，年間指導計画作成 ，

計画に基づく指導の実施 

○給食指導用資料の購入・

活用 

○食育推進事業の実施 

○学校給食への地場農産物

の活用 

 

事　業　費 　　　（千円） 741 188 89

計画コード 25 重点Ｐ － －

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○算数を基本とした少人数

指導講師の配置（小学校全

20校）を実施 

 

○理科支援員の配置（小学

校全20校）を継続して実施 

○算数を基本とした少人数

指導講師の配置（小学校全

20校） 

 

  ○理科支援員の配置（小学

校全20校） 

 

○少人数指導の検証

○算数を基本とした少人数

指導講師の配置（小学校全

20校） 

 

 ○理科支援員の配置（小学

校全20校） 

 

○算数を基本とした少人数

指導講師の配置（小学校全

20校） 

 

 ○理科支援員の配置（小学

校全20校） 

事　業　費 　　　（千円） 50,752 50,688 49,364

事務事業 学校における食育の推進

所管部署 教育部・学務課・保健給食係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

事務事業 少人数学習指導の推進

所管部署 教育部・指導室・指導係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 24 重点Ｐ － －

学校における「学び」に困難を抱える子どもたちへの支援

計画コード 23 重点Ｐ － －

事務事業

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○スクールカウンセラーを

市立小・中学校全28校に配

置 

・小学校35日×20校 

・中学校35日× 8校 

 

○スクールソーシャルワー

カーの配置 

月16日×3人 

 

○スクールカウンセラーを

市立小・中学校全28校に配

置 

小学校35日×20校 

中学校35日× 8校 

 

○スクールソーシャルワー

カーの配置 

月16日×3人 

（施策０５学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○命の授業の実施 

○地域を対象に含めた講座

の開催 

○児童・生徒に対する普通

救命講習の実施 

○教員に対する上級救命講

習の実施 

○応急手当普及員の配置 

○いのちと心の教育月間の

取組実施

○命の授業の実施 

○地域を対象に含めた講座

の開催 

○児童・生徒に対する普通

救命講習の実施 

○教員に対する上級救命講

習の実施 

○応急手当普及員の配置 

○いのちと心の教育月間の

取組実施

事　業　費 　　　（千円） 4,215 4,002 3,726

所管部署 教育部・指導室・指導係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○命の授業の実施 

○地域を対象に含めた講座

の開催 

○児童・生徒に対する普通

救命講習の実施 

○教員に対する上級救命講

習の実施 

○応急手当普及員の配置 

○いのちと心の教育月間の

取組実施

○命の授業の実施 

○地域を対象に含めた講座

の開催 

○児童・生徒に対する普通

救命講習の実施 

○教員に対する上級救命講

習の実施 

○応急手当普及員の配置 

○いのちと心の教育月間の

取組実施

計画コード 28 重点Ｐ ① 強いまち

事務事業 命の教育活動の推進

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 27

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○学校支援地域本部の設置

数増 

 

○学校支援地域本部体制の

充実

○学校支援地域本部の設置

（新規１校，計８校） 

 

○学校支援地域本部の設置

（新規４校，計１１校） 

○学校支援地域本部の設置 

（新規４校，計１１校） 

 

事　業　費 　　　（千円） 6,400 18,431 17,348

事務事業 地域人材を活用した教育活動推進

所管部署 教育部・指導室・指導係

活

動

内

容

重点Ｐ － －

○スクールサポーターの配

置（小・中学校全28校・派

遣型） 

○専門家チームによる巡回

相談，検査・訓練等の実施 

○副籍交流の充実（小中学

校全28校実施） 

○インクルーシブ教育シス

テムの推進 

○ICT機器の活用・推進 

○特別支援教室の活用

　（小学校全20校）

○スクールサポーターの配

置（小・中学校全28校・派

遣型） 

○専門家チームによる巡回

相談，検査・訓練等の実施 

○副籍交流の充実（小中学

校全28校実施） 

○インクルーシブ教育シス

テムの推進 

○ICT機器の活用・推進 

○特別支援教室の活用

（小学校全20校）

事　業　費 　　　（千円） 45,533 51,175 44,415

所管部署 教育部・指導室 指導係，教育相談所

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

○スクールサポーターの配

置（小・中学校全28校）継

続 

○派遣型スクールサポー

ターの配置 

（小・中学校全28校） 

○専門家チームによる巡回

相談の実施 

○個々の状況に応じた教育

的支援の充実

○スクールサポーターの配

置（小・中学校全28校・派

遣型） 

○専門家チームによる巡回

相談，検査・訓練等の実施 

○副籍交流の充実（小中学

校全28校実施） 

○インクルーシブ教育シス

テムの推進 

○ICT機器の活用・推進 

○特別支援教室の活用

計画コード 26 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 特別支援教育の推進

（施策０５学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

①児童生徒数増加に伴う

小・中学校施設の整備 

 

②小中学校施設の維持保全 

 ③非構造部材等の耐震対策 

④特別支援教室の整備 

⑤学習環境の改善 

⑥避難所としての防災機能

向上 

⑦小中学校施設の修繕 

⑧構造体の耐久性調査

①旧体育館解体設計（五 

中），校舎増築工事（神 

中），体育館改築等工事 

（五中） 

②設計2件,工事22件 

③工事8件 

⑤芝生設計1校,工事1校 

　空調設備整備工事4件 

　洋便器化工事2件 

⑥設計2件,工事2件 

⑦随時

⑧耐久性診断調査・長寿命

化等施設整備方針の策定

①旧体育館解体等設計(五

中),校舎増築工事(北ノ台

小,神代中),体育館改築等工

事(五中)

②設計2件,工事14件 

③設計5件,工事7件 

⑤芝生設計1校,工事1校 

  空調設備整備工事3件 

⑥設計2件(4校),工事2件(4

校) 

⑦随時 

⑧簡易調査23校,長寿命化に

係る整備方針策定着手

①旧体育館解体等設計(五

中),校舎増築工事(北ノ台

小,神代中),体育館改築等工

事(五中)),普通教室改修工

事1件,仮設校舎賃貸借(若葉

小)

②設計2件,工事13件

③設計6件,工事5件

⑤芝生設計1校,工事1校,空

調設備整備工事16件 

⑥設計2件(4校),工事6件(5

校)

⑦随時

⑧簡易調査23校,長寿命化に

係る整備方針策定着手

事　業　費 　　　（千円） 2,868,350 2,818,362 2,879,410

事務事業 小・中学校施設の整備

所管部署 教育部・教育総務課・施設管理係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 29 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

（施策０５学校教育の充実）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）06（施策名）青少年の健全育成 

主管課名 子ども生活部 児童青少年課 

主管課長名 早野 賢二 電話番号 042-481-7749 

関係課名 
（組織順） 

スポーツ振興課，教育総務課，指導室，社会教育課，教育相談所，公民館，子ども家庭課，生活福祉課

 

目 

的 

対 象 青少年 

意 図 自覚と責任を持って社会生活をおくることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ80＞ 

青少年が次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，健全育成の場の提供，

地域活動において活躍できる人材の育成や非行防止活動，自立支援について，家庭，学校，地域，行政が一体となっ

た取組を推進します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
目標値 

（平成 30 年度） 

１ リーダー養成講習会の

参加者数【☆】 
407 人 393 人 

369 人 

（762 人） 

360 人 

（1,122 人） 

1,600 人 

（平成 27～30 年度累

計） 

２ 青少年ステーションの

利用者数【☆，◎】 
2 万 8,228 人 3 万 1,021 人 2 万 7,940 人 2 万 6,371 人 

3 万 5,000 人

（平成 30 年度） 

３ 子ども・若者総合支援

事業の施設利用者数【◎】 
－ 延べ 1,069 人 延べ 4,580 人 延べ 4,757 人 

延べ4,000人以

上（平成 31 年度） 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ リーダー養成講習会の参加者数【☆】

リーダー養成講習会の活動を広める取組として，市報やホームページでの案内のほか，市内中学・高校

全生徒へのチラシの配布や公共施設へのチラシの配架，社会教育情報紙「コラボ」や地域情報誌「１８２

ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動に努めましたが，平成２９年度のリーダー養成講習会の参加者数は

３６０人でした。（前年度比９人減） 

２ 青少年ステーションの利用者数【☆，◎】

各種イベントの実施に当たって利用者主体の企画運営を重視した展開を図るとともに，毎週水曜日につ

つじケ丘児童館ホールを活用した「中・高校生世代のフリースペース事業」を実施し，中高生世代の居場

所と活動の場の拡充に努めましたが，平成２９年度の青少年ステーション「ＣＡＰＳ」の利用者数は前年

度より減少し，２万６，３７１人となりました。 

３ 子ども・若者総合支援事業の施設利用者数【◎】 

平成２７年度途中から，相談事業・学習支援事業・居場所事業の３つの事業を一体的に実施する，子ど

も・若者総合支援事業「ここあ」を開始しました（相談事業：平成２７年１０月から，学習支援事業：平

成２７年１１月から，居場所事業：平成２８年１月から）。市報やリーフレットによる周知，関係機関と

の連携を図り，平成２９年度の施設利用者数は延べ４，７５７人（相談事業２，１４１人，学習支援事業

１，８８４人，居場所事業７３２人）でした。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№06 青少年の健全育成） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０６-１ 青少年の健全な成長の支援（総合戦略Ｄ－⑩） 

青少年補導連絡会においては，青少年を取り巻くインターネットに潜む危険性に関する研修などを実施

し理解を深めるとともに，街頭パトロールを実施する中で，未成年者の喫煙防止等，青少年の非行防止の

啓発に努めました。また，健全育成推進地区代表者連絡協議会を開催し，青少年健全育成地区親善ソフト

ボール大会の企画運営を行うほか，青少年問題協議会では，地域に好影響をもたらした善行のあった者及

び団体の表彰を行いました。また，「青少年の非行・被害防止全国強調月間」の事業の一環として，毎年

７月に実施している有害環境調査では，青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書等について調査

し，市内１３１店舗の販売店等を訪問し協力を求め，地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組みました。

そのほか，６月と１１月には教育委員会を中心に地域の協力を得ながら市内の全公立小・中学校におい

て，あいさつ運動推進月間として取組を強化し，子どもたちの豊かな心の育成に資する活動を行いました。

地域で活躍できるリーダーの養成については，各種のリーダー養成講習会を推進し，小学生対象の「ジ

ュニアサブリーダー講習会」については，１２地区の健全育成推進地区委員会が主催し，実施しました。

また，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」の実施に当た

っては，市報やホームページでの案内のほか，市内中学・高校全生徒へのチラシの配布や公共施設へのチ

ラシの配架，社会教育情報紙「コラボ」や地域情報誌「１８２ｃｈ」での掲載等，積極的な広報活動に努

めました。各講習会では，野外活動やキャンプ等を通して，レクリエーションスキルを身につけるととも

に，年に一度，各年代のリーダーたちが集まる「レクの集い」では，相互の親睦を深めることができまし

た。また，市内で活躍するリーダーが一堂に会し，日頃の成果の発表の場として開催している「ジュニア

リーダー大会（ＪＬ大会）」も昨年度に引き続き開催したほか，リーダー養成講習会受講生や修了生を対

象に社会教育課事業（調布っ子“夢”発表会，成人式）の運営に関わる機会を提供し，リーダーとしての

活躍の場を提供しました。その結果，平成 29 年度もリーダー養成講習会受講生が調布市青少年表彰を受

賞するなど，地域で活躍できる人材の養成につなげることができました。 

高校生以上を対象とする「レクリエーション講習会」についても，積極的な広報・ＰＲ等により参加者

の確保に努め，地域の子どもたちや，学校・職場などの人が集まる場で使えるレクリエーションゲームの

技術や知識を身につける機会を提供しました。このほか，地域の様々な行事に協力しているリーダーグル

ープ等の活動を支援し，青少年の健全育成に寄与しました。 

困難を抱える子ども・若者の自立に向けた支援に関しては，子ども・若者総合支援事業「ここあ」を継

続し，課題を有する子ども・若者を対象に相談・学習支援・居場所の３事業を実施しました。 

また，平成２９年１１月に，子ども・若者に対して支援を行う関係機関，団体等が一堂に会する子ども・

若者支援地域協議会を立ち上げ，先進事例の学習や連携の在り方に関する意見交換を行いました。 
０６-２ 青少年の居場所づくり（総合戦略Ｄ－⑪） 

青少年ステーション「ＣＡＰＳ」では，スタッフが積極的に利用者とのコミュニケーションを図りなが

ら，音楽，ダンス，クラフト，スポーツなど利用者のニーズを捉えた事業を行うとともに，イベントの実

施に当たっては企画段階からの利用者の参画を重視した事業展開を図りました。また，平成２７年度から

配置した相談員（臨床心理士）が利用者の各種相談に対応しました。 

スタッフや利用者等が地域のイベントにも積極的に参加し，青少年ステーションの認知度の向上に努め

ました。さらに，平成２９年度から，つつじケ丘児童館ホールを活用した「中・高校生世代のフリースペ

ース事業」を拡充し，毎週水曜日に実施しました。 

児童（小学生）の放課後の居場所づくりとしては，安全・安心な遊び場の確保と異年齢の子どもたちの

交流を図り，社会性や創造力を養うことを目的として，平成１２年度から，放課後子供教室事業「ユーフ

ォー」を展開してきました。平成２５年３月から市立小学校全２０校で実施しており，平成２９年度の登

録児童数は，６，８９３人で，全在籍児童数１万５７７人に対する登録率は６５．２％でした。また，利

用延べ人数は１６万５０３人，１施設当たりの１日平均利用人数は，２７．８人となりました。 

平成２７年度から全ての放課後子供教室事業を民間事業者に業務委託しました。同一事業者が同一地域

内のユーフォーと学童クラブ（児童館併設の学童クラブを除く）を運営し，避難訓練，工作，ゲーム大会

など，学童クラブとの共通事業を実施し異年齢交流の充実を図りました。 

児童館では，健全育成推進地区委員会等と連携し地域のイベントや各種会合に参画するとともに，児童

館における日頃の文化活動の成果を発表し，スポーツを通じた市内全域の児童の交流を図る機会として，

全館合同事業を実施しました。また，情報誌「ザ・じどうかん」や報告書「じどうかんのいちねん」を発

行し児童館活動の周知を図るとともに，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会の気運醸成を図るため，タグラグビーを各児童館等で普及させるほか，世界の

国々の文化を知る取組を実施しました。さらに，子ども・若者，子育て支援の重要な拠点の一つである今

後の児童館の役割や機能などの在り方や児童館運営における民間活力の活用に関する検討を行いました。

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○青少年ステーション 

（ＣＡＰＳ）は，中・高校

生世代に，自主的な活動を

行う場を提供することによ

る，居場所の確保を図ると

ともに，青少年の健全育成

に資する事業を展開

○利用者ニーズを踏まえた

特色ある事業の実施 

○中・高校生世代の居場所

の確保 

 

 

 

 

○適切な施設の管理 

○運営委員会の設置につい

て検討

○利用者ニーズを踏まえた

特色ある事業の実施 

○中・高校生世代の居場所

の確保 

○東部地域（つつじケ丘児

童館ホール）における中・

高校生世代の居場所事業の

実施 

○適切な施設の管理 

○運営委員会の設置につい

て検討

○利用者ニーズを踏まえた

特色ある事業の実施 

○中・高校生世代の居場所

の確保 

○東部地域（つつじケ丘児

童館ホール）における中・

高校生世代の居場所事業の

実施 

○適切な施設の管理 

○運営委員会の設置につい

て検討

事　業　費 　　　（千円） 87,029 84,922 84,029

事務事業 青少年ステーション（CAPS）における中・高校生世代の健全育成

所管部署 子ども生活部・児童青少年課・放課後児童係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 32 重点Ｐ － －

○子ども・若者総合相談窓

口の運営 

 

○事業の検証・見直し 

 

○居場所を提供する事業へ

の補助 

 

○子ども・若者支援地域協

議会の設置・運営

○子ども・若者総合相談窓

口の運営 

 

○事業の検証・見直し 

 

○居場所を提供する事業へ

の補助 

 

○子ども・若者支援地域

ネットワークの設置・運営 

事　業　費 　　　（千円） 10,727 16,772 15,873

所管部署 子ども生活部・児童青少年課・子ども若者支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○概ね１５歳以上の不登

校，無職，フリーター，ひ

きこもり等の子ども・若者

に対する相談及び自立支援

の実施

○子ども・若者総合相談窓

口の運営 

 

○事業の検証・見直し

計画コード 31 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 子ども・若者総合相談事業

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○JSL（ジュニアサブリー

ダー）講習会実施地区の拡

大 

○JL（ジュニアリーダー）

講習会の実施 

○SL（シニアリーダー）講

習会の実施 

○レク（レクリエーショ 

ン）講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続

実施 

 

○JL講習会の実施 

 

○SL講習会の実施 

 

○レク講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続

実施 

 

○JL講習会の実施 

 

○SL講習会の実施 

 

○レク講習会の実施

○JSL講習会実施地区の継続

実施の支援（12地区） 

 

○JL講習会の実施（14回） 

 

○SL講習会の実施（13回） 

 

○レク講習会の実施 （7回）

事　業　費 　　　（千円） 3,583 3,581 3,378

事務事業 リーダー養成講習会の実施

所管部署 教育部・社会教育課・社会教育係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 30 重点Ｐ － －

（施策０６青少年の健全育成）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）07（施策名）共に支え合う地域福祉の推進 

主管課名 福祉健康部 福祉総務課 

主管課長名 松島 修 電話番号 042-481-7104 

関係課名 

（組織順） 

生涯学習交流推進課，協働推進課，生活福祉課，高齢福祉担当，介護保険担当，障害福祉課，健康推進

課，建築指導課 

 

目 

的 

対 象 市民，地域活動団体，福祉サービス事業者，福祉団体 

意 図 地域で役割分担して暮らしを支え合うことができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ84＞ 

だれもが住み慣れた場所でいきいきとした生活を送ることのできるよう，豊かであたたかな地域で支え合うまちづく

りを推進するとともに，市民主体の地域福祉の輪を広げます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 
目標値 

（平成 30 年度） 

１ 地域福祉コーディネー

ターの活動件数【☆】 
6,351 件 1 万 1,845 件 1 万 2,071 件 1 万 958 件 

6,800 件 

（平成 28年度） 

２ ボランティア登録団体

数【☆】 
119 団体 121 団体 ― 132 団体 

155 団体 

（平成 30年度） 

３ 福祉人材育成事業の利

用者数【◎】 
－ 延べ 881 人 延べ 523 人 延べ 705 人 

延べ 600 人以

上 

（平成 31年度） 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 地域福祉コーディネーターの活動件数【☆】 

平成２９年度は，平成２７年度に地域福祉コーディネーターを２人から４人に増配置し，市内４地域に
拡大してから３年目となります。また，モデル事業を含め事業実施から５年目を迎えて，地域福祉コーデ
ィネーターの活動が地域に浸透してきています。地域における支え合いの仕組みづくりである地域支援
や，制度の狭間の問題や複合的な福祉課題を有する個人・世帯に対する個別支援の事例の幅も広がりをみ
せており，地域福祉の中核を担う活動を展開しています。 

 

２ ボランティア登録団体数【☆】 

 市民活動支援センターに登録している団体のうち，「保健・医療・福祉」分野の団体を，特にボランテ

ィア登録団体としています。 

 既存の団体への支援とともに，新規登録団体の確保に向け，市民活動支援センターを中心に取り組んで
います。一方で，団員の高齢化に伴う団体の活動停止などの課題や，インターネットを媒体とした既存の
仕組みにとらわれないボランティア活動の普及などの現状があります。引き続き，市民活動支援センター
を中心に，継続的・効果的な支援を模索し，新規登録団体の拡充に努めます。 

 

３ 福祉人材育成事業の利用者数【◎】 
 平成２９年度は，資格研修１５５人，就職説明会１００人，専門研修１６６人，講演会１８０人，事業
所職員連絡会１０４人の参加がありました。研修等の実施については，研修内容の検討とともに，参加し
やすい時間の設定にも配慮しました。 

１ 平成２９年度の振り返り ― 現状把握 
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（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 

０７-１ 地域が一体となった福祉のまちづくりの推進（総合戦略Ｃ－①）  

（◆ネットワークの構築とコーディネート機能の整備推進） 

  地域福祉コーディネーター事業については，前年度に引き続き，地域福祉コーディネーターを市内４地

域に各１人ずつ配置し，事業展開をしました。具体的な取組としては，地域の福祉課題に対する個別の相

談支援や，自治会，地区協議会及び地域包括支援センターなどの地域における団体とのネットワークづく

りを行ったほか，ひだまりサロン（住民主体の交流活動の場）や地域活動等の立ち上げ支援のほか，生活

困窮への取組や子どもの居場所づくりなど，地域において，幅広い活動の支援を行いました。 

 地域福祉計画，高齢者総合計画及び障害者総合計画の福祉３計画を同時策定し，新たに３計画共通の将

来像や各計画を貫く共通の理念を定めたほか，これまで計画ごとに異なっていた圏域設定を，福祉，教育，

地域コミュニティ等の共通基盤である小学校区で構成される新たな８つの福祉圏域に再編・整理しまし

た。また，新たな「地域福祉計画」（平成３０年度～３５年度）の策定に当たっては，学識経験者や公募

市民，関係団体の代表者等で構成される地域福祉推進会議での検討をはじめとして，パブリック・コメン

トや地域別説明会等の市民参加を実施しました。新たな「地域福祉計画」には，多問題を有する個人や家

庭が抱える福祉課題に対応するため，地域福祉コーディネーターを中心とした調布におけるトータルケア

を充実することや多機関の協働による包括的な支援体制の構築を明記し，地域における支え合いの仕組み

づくりや地域での生活を支えるネットワークづくりをすることとしています。 

（◆虐待の防止と権利擁護の確立） 

  見守りネットワークの啓発活動に引き続き取り組み，支援の必要な高齢者の早期発見につなげるなど，

地域で安心して暮らせる仕組みの充実を図りました。 

  成年後見制度は，認知症の高齢者や知的障害者，精神障害者など，判断能力が十分でない方の財産や生

活を法律的に守る制度で，調布市では，引き続き，窓口に専門の相談員２人を配置して，成年後見制度に

関する相談に随時対応しました。また，近隣５市（調布市，日野市，狛江市，多摩市，稲城市）が共同運

営している「多摩南部成年後見センター」において，法人後見等，より具体的な支援を実施するとともに，

社会貢献型後見人（市民後見人）の養成も行いました。 

（◆福祉人材の育成） 

 平成 27 年度に開設した福祉人材育成センターを拠点とする研修，就労支援及び普及啓発等の総合的な

事業展開を支援し，専門性を備えた福祉人材の確保及び地域の福祉人材の育成を図りました。 

（◆ユニバーサルデザインの考えに基づく福祉のまちづくりの推進） 

 だれもが住み慣れた地域で快適に暮らすことができるユニバーサルデザインに基づくまちづくりや，福

祉の視点を持ったぬくもりある個人行動としての「心のバリアフリー」を踏まえた，多分野に渡る１０２

事業を包括的に盛り込んだ新たな「調布市福祉のまちづくり推進計画」（平成３０年度～３５年度）を策

定しました。 

０７-２ 参加と協働による地域福祉活動の推進 

（◆地域福祉活動の人材育成の支援） 

  地域のボランティア活動の活性化を図り，身近な地域に密着した活動の拠点となるように，地域福祉セ

ンター等にボランティアコーナーを設置しています。平成２９年度も，広く市民がボランティアを経験で

きる環境づくりのため，引き続き市民活動支援センターとボランティアコーナーが連携し，各種講座等を

開催し，地域の世代間交流やボランティアの啓発を行いました。 

（◆地域福祉活動の推進と活動団体への支援） 

 社会福祉協議会と連携を図りながら，地域の支え合いにより，だれもが住み慣れた地域で生活をおくる

ことができるよう，市民の主体的な仲間づくり活動や活動団体の交流機会の充実，及びネットワークの形

成を支援する事業展開を行いました。特に，住民が主体的に運営している「ひだまりサロン」の設立が市

内で１００箇所を超えるなど，地域での支え合いの仕組みづくりが進展しています。 

また，民生児童委員協議会，保護司会，更生保護女性会，赤十字奉仕団，遺族厚生会等の福祉関連団体

の事務局として，それぞれの団体運営を側面から支援し，活動の活性化を図りました。 

２ 平成２９年度の振返り ― 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○福祉人材の育成 

・市民育成講座 

・専門性向上研修 

・地域福祉普及啓発 

・福祉業務ネットワーク構

築

○福祉人材の育成 

・市民育成講座 

・専門性向上研修 

・地域福祉普及啓発 

・福祉業務ネットワーク構

築

事　業　費 　　　（千円） 15,000 17,701 17,114

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・相談係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○ホームヘルパー養成研修

(介護職員初任者研修，重度

訪問介護従事者養成研修，

行動援護従事者養成研

修），知的障害者移動支援

従事者養成研修，ホームヘ

ルパーフォローアップ研

修・市民向け普及啓発事

業，福祉ボランティア養成

講座等，支援者向け講座・

講演会等

○福祉人材の育成 

・市民育成講座

・専門性向上研修 

・地域福祉普及啓発 

・福祉業務ネットワーク構

築 

 

 

　 

計画コード 34 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 福祉人材育成拠点の整備

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０７共に支え合う地域福祉の推進）

基本計画事業取組実績

○地域福祉コーディネー

ター事業の推進 

 

 

○調布市地域福祉計画に基

づいた市内全域での設置

○地域福祉コーディネー

ターの運営（４箇所） 

 

 

○福祉施策全般の動向を踏

まえた事業の検証

○地域福祉コーディネー

ターの運営（４箇所） 

 

 

○福祉施策全般の動向を踏

まえた事業の検証

○地域福祉コーディネー

ターの運営（４箇所） 

 

 

○福祉施策全般の動向を踏

まえた事業の検証

事　業　費 　　　（千円） 26,811 28,551 28,469

事務事業 地域福祉コーディネーター事業の推進

所管部署 福祉健康部・福祉総務課・地域福祉係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 33 重点Ｐ － －
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）08（施策名）高齢者福祉の充実 

主管課名 福祉健康部 高齢者支援室 

主管課長名 風間 雄二郎 電話番号 042-481-7125 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，スポーツ振興課，福祉総務課，介護保険担当，障害福祉課，健康推進課，保険年金課，住

宅課，公民館 

 

目 

的 

対 象 おおむね６５歳以上の市民 

意 図 住み慣れた地域で安心して生きがいを持ち，健康的に暮らし続けることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ88＞ 

高齢になっても，住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らし続けられるよう，介護，予防，医療，生活支援，

住まいが包括的，継続的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
目標値 

（平成 30 年度） 

１ 地域包括支援センター

を知っている高齢者の割

合【☆，◎】 

50.0% 52.1% 50.0％ 57.5％ 60.0％ 

２ 健康ではりのある生活

のため，趣味活動や地域

活動に参加している高齢

者の割合【☆，◎】 

42.2% 41.8% 41.7％ 40.9％ 50.0％ 

３ 地域密着型サービス事

業所数【☆，◎】 
18 か所 18 か所 42 か所 4１か所 

21 か所 

（平成 29 年度）

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 地域包括支援センターを知っている高齢者の割合【☆，◎】
 平成２９年度は，これまで行ってきた市が発行する配布物や路線バス内での放送等による周知に加え，
福祉まつり等で見守りネットワークのマスコットキャラクターの着ぐるみを着てＰＲに努めました。その
結果，「調布市民意識調査」で地域包括支援センターを知っていると回答した６５歳以上の市民は，昨年
度より７.５ポイント増加しました。引き続き，平成３０年度の目標値達成に向け，住民同士の支え合いの
地域づくりや見守りネットワーク事業等の他事業と合わせて，地域包括支援センターの広報に努めます。

２ 健康ではりのある生活のため，趣味活動や地域活動に参加している高齢者の割合【☆，◎】
 高齢者の健康維持に寄与するため，健康づくり事業に加え，一般介護予防事業を実施しました。住民主
導型の健康体操である「簡単１０の筋力トレーニング」に取り組む団体を増やすための取組や，生活支援
体制整備事業で支え合う地域づくりを構築するための取組を行いましたが，平成２８年度と比較すると 
０．８ポイント減少しました。より多くの市民が趣味活動や地域活動，健康づくりに取り組んでいただけ
るよう，事業内容や情報発信の方法を工夫します。 

３ 地域密着型サービス事業所数【☆，◎】 
 第６期調布市高齢者総合計画の期間中（平成２７～２９年度）に，認知症高齢者グループホーム，定期

巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護の開設を目指し，平成２８年度に引き続

き，事業者への周知・公募を行いました。認知症高齢者グループホーム及び定期巡回・随時対応型訪問介

護看護については，高齢者総合計画に定める供給量を確保しました。看護小規模多機能型居宅介護につい

ては，応募事業者がなく未整備となったため，第７期調布市高齢者総合計画（平成３０～３２年度）に基

づき整備を行います。 
 

※まちづくり指標については，平成２８年４月の制度改正により「地域密着型通所介護」が東京都から移管され，

地域密着型サービス事業所数として計上することとなったため，事業所数が増加しています。 
 なお，制度改正前の計上方法によると，平成２８年度は１８か所，平成２９年度は１９か所となります。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№08 高齢者福祉の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０８-１ 在宅生活の支援（総合戦略Ｃ－②） 

 在宅生活を支えるサービスとして，配食サービス，緊急通報システム，人感センサー安否通報システム

等の事業を実施し，高齢者が安心して生活できるサービスの提供に努めました。また，関係団体ネットワ

ーク会議，見守りサポーター（みまもりさん）養成講座を実施し，見守りネットワーク事業の定着及び，

見守り体制の強化に努めました。地域包括支援センターについては，相談機能とともに地域包括支援セン

ターを中心とした関係機関とのネットワークの充実を図りました。 

 ちょうふ在宅医療相談室において，在宅医療・介護に関わる相談を受け付けたほか，医療と介護の連携

強化のため，医師，歯科医師，薬剤師，介護支援事業所，地域包括支援センター等で構成する「ちょうふ

在宅医療相談室運営協議会」を開催し，医療や福祉の資源把握や情報共有に努めたほか，協議会で検討を

重ね「ちょうふ在宅医療ガイドブック」を作成・発行し，市民に向けて在宅医療の周知を図りました。 

また，地域包括ケアシステムの中核を担う機関である地域包括支援センターと連携し，虐待や支援が必

要な高齢者の早期発見や早期対応に努めたほか，地域ケア会議を定期的に開催し，地域との連携を深めま

した。 

 認知症に対する取組としては，「認知症連携会議」において，認知症に対する早期発見・早期対応する

ための専門チームである認知症初期集中支援チームの平成３０年４月の設置に向けて検討を重ねました。

また，委託事業として認知症サポーター養成講座，フォローアップ研修を継続実施し，認知症に対する

正しい知識と理解の普及啓発に努めたほか，平成２９年度は，新たに養成講座受講修了者が実際に認知症

の方の支援につながるよう，相談窓口やボランティアについてまとめた「認知症サポーターの活躍の場リ

スト」を配布しました。 

０８-２ 社会参加の促進及び健康づくりの推進（総合戦略Ｃ－③） 

高齢者の健康づくりを推進するために，健康づくり事業と一般介護予防事業を実施しました。また，「単

位老人クラブ」３６団体に対して補助を行い，補助金事務の説明会や個別相談を実施するとともに，市老

人クラブ連合会の育成を図りました。 

 また，公益社団法人調布市シルバー人材センターに対して補助金を交付し，高齢者の請負，派遣による

就業機会の拡大を図る取組などの運営を支援することで，高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進しま

した。 

 高齢者の社会参加を促すため，高齢期の生活に役立つ健康・福祉・生きがいなどの高齢者教育事業を公

民館において実施しました。また，高齢者学級の実施を通して高齢者の自主的な共同学習を援助しました。

 市民を対象として実施している「リフレッシュ体操スクール」全８４コースのうち５１コースについて

は，特に高齢者の参加が多く，腰痛予防体操や筋力トレーニングなどを取り入れて実施しました。 

 健康づくり事業については，元気で生きがいを持って自立した生活をおくれるよう，飲食店など既存の

社会資源を活用し，柔ちゃん体操教室，ティーポットサロン，健康ウォーキング教室，いきいき麻雀，い

きいき将棋同好会などの事業運営団体に補助を行いました。 

介護予防事業については，介護予防普及啓発教室や介護予防講演会等を行ったほか，ＦＣ東京との連携

により高齢者体操教室を実施しました。 

生活支援体制整備事業については，平成２９年度から，市内全域を活動範囲とする第１層地域支え合い

推進員としての機能を市（高齢者支援室職員）が担うこととしたほか，より市民に身近な活動範囲で高齢

者の生活支援サービスの体制整備を推進することを目的とした，第２層地域支え合い推進員を調布市社会

福祉協議会に２名配置し，地域資源の把握と支え合いの地域づくりを進めました。 

０８-３ 介護保険事業の円滑な運営（総合戦略Ｃ－④） 

 「調布市基本構想」の方向性に即した高齢者の保健福祉施策を推進するため，「第６期調布市高齢者総

合計画」（平成２７年度～２９年度）に基づいた事業展開を行いました。 

 地域密着型サービスの推進については，高齢者総合計画に定める整備量の確保に向けて，公募を４回実

施しました。 

 利用者に対する情報提供として，市報やホームページで情報を発信したほか，出前講座の実施や，パン

フレットの作成を通して広報を行いました。 

 ケアマネジャーや介護保険事業者のサービスの質の向上を目的とした研修などを実施したほか，給付の

適正化に係る取組を継続して実施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○一般介護予防事業の継続 

 

○生活支援コーディネー

ター・協議体の拡充 

 

 

○介護予防・日常生活支援

総合事業の継続

 

○高齢者家事援助ヘルパー

の養成等事業の拡充

○一般介護予防事業の継続 

 

○生活支援コーディネー

ター・協議体の拡充 

・第２層生活支援コーディ

ネーター２名配置 

○介護予防・日常生活支援

総合事業の継続 

 

 ○高齢者家事援助ヘルパー

の養成等事業の拡充 

・研修２回実施

事　業　費 　　　（千円） 686,221 517,753 492,884

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・計画係・在宅サービス係・支援センター係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○要支援・要介護状態を未

然に防ぎ，高齢者の生活の

質を向上

○一般介護予防事業の継続 

 

○生活支援コーディネー

ター・協議体の拡充 

 

 

○介護予防・日常生活支援

総合事業の継続

計画コード 37 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

事務事業 介護予防・日常生活支援総合事業の展開

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策０８高齢者福祉の充実）

基本計画事業取組実績

○１０箇所の全ての地域包

括支援センターに担当者を

配置し地域包括支援セン

ター事業としてＰＲと通報

への対応を実施 

○協定団体，協力団体を拡

大し，更に連携を強化 

○平成２４年度中に１箇所

地域包括支援センターを増

設することにより，合計 

１０箇所の地域包括支援セ

ンターで事業を運営

○高齢者支援室及び地域包

括支援センター１０箇所で

見守りネットワークを実施 

 

○高齢者支援室及び地域包

括支援センター１０箇所で

見守りネットワークを実施 

 

○高齢者支援室及び地域包

括支援センター１０箇所で

見守りネットワークを実施 

 

 

事　業　費 　　　（千円） 49,157 47,304 45,829

事務事業 見守りネットワークの推進

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・支援センター係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 36 重点Ｐ － －

○地域包括支援センターの

運営 

 

○介護保険法の見直しに合

わせた適正な設置・運営

○地域包括支援センターの

運営 

 

○医療と介護の連携及び認

知症地域支援推進事業 

 

 ○地域包括支援センターの

拡充の検討

○地域包括支援センターの

運営 

 

○医療と介護の連携及び認

知症地域支援推進事業 

  

○地域包括支援センターの

拡充の検討

○地域包括支援センターの

運営 

 

○医療と介護の連携及び認

知症地域支援推進事業 

 

 ○地域包括支援センターの

拡充の検討

事　業　費 　　　（千円） 314,531 314,922 275,695

事務事業 地域包括支援センターの充実

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・支援センター係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 35 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

52



債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○特別養護老人ホーム整備

の補助

○特別養護老人ホーム建設

費補助（６箇所） 

 

○特別養護老人ホームの開

設(１箇所) 

○特別養護老人ホーム建設

費補助（６箇所）

○特別養護老人ホーム建設

費補助（６箇所）

事　業　費 　　　（千円） 75,288 62,788 62,788

事務事業 特別養護老人ホーム等の整備

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室高齢福祉担当・計画係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 39 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

○市内におけるサービス需

要と供給（事業所の数，種

類等）のバランスを考慮

し，整備を推進

○地域密着型サービスの開

設支援（１箇所） 

 

○地域密着型サービスの開

設（１箇所） 

 

○機能・施設の検討（高齢

者の社会参加・健康づくり

の場）

○地域密着型サービスの開

設支援・開設（３箇所） 

 

○機能・施設の検討（高齢

者の社会参加・健康づくり

の場）

○地域密着型サービスの開

設支援（２箇所） 

 

○地域密着型サービスの開

設（１箇所） 

 

○機能・施設の検討（高齢

者の社会参加・健康づくり

の場）

事　業　費 　　　（千円） 21,900 27,067 7,825

事務事業 地域密着型サービスの整備

所管部署 福祉健康部・高齢者支援室介護保険担当・介護給付係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 38 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

（施策０８高齢者福祉の充実）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）09（施策名）障害者福祉の充実 

主管課名 福祉健康部 障害福祉課 

主管課長名 石川 士朗 電話番号 042-481-7088 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，スポーツ振興課，子ども政策課，保育課，子ども家庭課，児童青少年課，福祉総務課，

高齢福祉担当，子ども発達センター，健康推進課，住宅課，指導室，社会教育課，教育相談所 

 

目 

的 

対 象 障害のある市民 

意 図 安心して暮らし，社会に参加することができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ94＞ 

障害者に，一人一人のニーズに応じた支援，ライフステージを通した生涯支援を行い，共に暮らす地域社会の実現を

目指す中で，その人らしい自立した生活の充実を図ります。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
目標値 

（平成 30 年度） 

１ 障害者相談支援事業，

こころの健康支援センタ

ーの相談利用者数【☆】 

1,362 人 1,515 人 1,646 人 1,715 人 1,500 人 

２ 障害者就労支援センタ

ーの支援を受けている一

般就労者数【☆，◎】 
152 人 158 人 192 人 217 人 210 人 

３ 調布市の障害者福祉施

策の充実度（上段から身

体・知的・精神）【☆】 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

51.8％ 

59.3％ 

60.4％ 

   － 

   － 

   － 

65.0％ 

65.0％ 

65.0％ 

４ 「調布市に住み続けた

い」と答えた障害者の割

合（上段から身体・知的・

精神）【☆】 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

   － 

94.5％ 

92.1％ 

89.9％ 

   － 

   － 

   － 

95.0％ 

95.0％ 

95.0％ 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数【☆】
市内委託事業所が実施している障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数ともに

増加し，目標値を達成しています。引き続き，相談支援の充実を図っていきます。なお，こころの健康支
援センターにおける発達障害者の相談利用者数については，本数値に含んでいませんが，大幅な増加傾向
にあります。 

 
２ 障害者就労支援センターの支援を受けている一般就労者数【☆，◎】
 一般就労者数は，平成２７年度までは横ばいの状況が続いていましたが，平成２８年度は大きく目標値
に近づき，平成２９年度に目標値に達しました。今後も職場開拓や就職後の支援を行い，長く就労できる
よう取り組みます。 
 
３ 調布市の障害者福祉施策の充実度【☆】 

成果指標は３年ごとに実施する「調布市民福祉ニーズ調査」（次回調査は平成３１年度）によるため，
平成２９年度の数値は把握しておりませんが，平成２８年度の調査では目標値を下回る結果となっている
ため，目標達成に向けた施策の充実に努めます。 
 

４ 「調布市に住み続けたい」と答えた障害者の割合【☆】
上記３と同様の理由により，平成２９年度の数値は把握していませんが，平成２８年度の調査では目標

値を下回る結果となっているため，目標達成に向けた施策の充実に努めます。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№09 障害者福祉の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０９-１ 生活・相談支援体制の整備 
 難病患者の相談窓口では，医療助成等の対象者に限らず様々な方からの相談に応じることで，家族への
精神的な支援も行いました。また，市役所の相談窓口に加え，市内３か所の障害者相談支援事業所やここ
ろの健康支援センターの相談窓口を継続して実施し，相談支援体制の整備に努めました。 
 こころの健康支援センターでは平成２７年度から開始した自立訓練事業の定員拡大を行い，安定した自
立生活を送るための支援の充実を図りました。 
 障害者虐待防止センター事業では，虐待の通報受理と障害者の安全確認及び必要な支援を行いました。
また，関係機関への研修を通じて虐待防止に関する知識や支援技術の向上を図ったほか，一般市民向けに
もパンフレットを配布するなど，普及啓発を行いました。また，障害児の虐待に関しては，子ども家庭支
援センターすこやかにある児童虐待防止センターと連携し対応を図りました。 
 基幹相談支援センター事業では，障害福祉課を相談支援の中核的な役割を担う機関として，市内相談支
援事業所に対する指導や助言及び総合的・専門的な相談支援を行いました。さらに調布市障害者地域自立
支援協議会の専門部会である「サービスのあり方検討会」を開催し，市内の相談支援事業所と情報や課題
を共有するなど連携を図り，相談支援体制の強化を図りました。 
 障害者自立支援協議会では，障害者総合計画の策定委員会に対し７つの重点課題にまとめ意見具申しま
した。さらに，医療的ケアワーキングで検討した内容については，緊急提言を行いました。また，障害理
解に対する体験プログラムを自立支援協議会の講演会で実施し，障害理解の促進を図りました。 

さらに，平成２８年度まで自立支援協議会で検討してきた，障害者の休日における選択肢を増やし余暇
を充実させる「ほりでーぷらん」を事業化し，アメリカンフットボールチームとの交流会など，1 年間で
4 回開催し，毎回定員以上の参加申し込みがありました。 
 子ども発達センターでは，子どもの発達に心配のある保護者からの相談に応じるとともに，児童福祉法
に基づく障害児相談支援事業では，計画の作成やモニタリングを実施し総合的な相談支援や関係機関との
連携を図りました。 
 平成２８年４月に施行された障害者差別解消法への対応として，職員向け研修会を実施し庁内理解と意
識向上を図りました。また，差別解消支援地域協議会を設置し，事例検討等を行うとともに，関係機関の
意識と情報の共有を図りました。 

０９-２ 自立に向けた就労支援・社会参加支援（総合戦略Ｃ－⑤） 
「ちょうふだぞう」とこころの健康支援センター就労支援室で行う就労支援事業の体制を整備し，増加

する利用者の就労相談，就職準備支援，職場定着支援等を引き続き実施しました。また，就労支援機関や
ハローワークなどで構成する就労支援実務者連絡会を開催し，ネットワークの強化を図りました。 

「ちょうふだぞう」及び併設の「すまいる分室」については，移転が完了し，利用者はもとより地域住
民への認知度も高まりました。「作業所等経営ネットワーク支援事業」では，調布市福祉作業所等連絡会
が発行する情報誌「わくわーく」の発行などを支援することで，商品やサービス及び事業所が紹介され，
障害者就労施設利用者の勤労意欲・工賃水準の向上につながりました。また，障害者優先調達推進法に基
づき，障害者就労施設等からの物品等調達方針を作成し，庁内にとどまらず関係団体等も含めて協力を求
め，就労施設や提供可能な物品等を周知することで販売機会の拡充を図りました。 

０９-３ 障害福祉サービスの充実 
  受給者証の発行や利用者への周知等を適正に行い，多様化する障害者のニーズに応じるため，きめ細か
な支給決定を行いました。また，支給決定が滞ることのないよう，計画的なサービス等利用計画の作成案
内や事業所への周知を行いました。 
 障害児・者の日中活動の支援としては，知的障害者通所施設２か所の開設費補助を行いました。その他
開設を希望する事業者に対する支援を行い，精神障害者通所施設２か所，障害児通所施設６か所が開所し
ました。 

また，事業所等の防犯対策として，福祉作業所等連絡会の場で防犯訓練を行うなど，防犯意識を高めま
した。 
０９-４ 多様な居住の場の確保  

障害者が自立した生活を送ることができるための環境整備や，地域移行が推進される中，地域生活の基
盤となる住まいの場の確保を図るため，グループホームの開設相談を受け，次年度に繋げました。また，
消防法改正を受け，グループホームの消防設備の設置等への補助をするとともに，安全・安心な施設運営
を推進するため，カメラ付インターフォンなど防犯設備に対する補助を開始し，防災及び防犯対策の整備
を促進しました。 
 また，市内２か所目となる重度重複障害者のためのグループホームに対する運営費補助を行うととも
に，緊急時に利用できる短期入所を整備し，重度重複障害者が地域で安心して暮らせる場の確保を図りま
した。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○障害者の就労支援の充実 

　・障害者雇用を考える企 

　　業の開拓 

　・障害者・企業の担当者 

　　と連携し，職場定着支 

　　援を充実 

　・障害者の自立と社会参 

　　加の機会を増やす支援 

　　の実施

○就労支援の実施 

 

 

○就労支援の実施 ○就労支援の実施 

・企業向けセミナーの実施 

・職場定着支援の実施 

・障害者の自立と社会参加

の機会を増やす支援の実施

事　業　費 　　　（千円） 59,732 60,871 57,882

事務事業 障害者の就労支援

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・相談係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 42 重点Ｐ ② 安心して住み続けられるまち

○概ね１８歳以上の発達障

害者の相談窓口を設置 

○専門デイ事業，就労準備

支援の再編 

○地域の発達障害者支援

ネットワークを構築し，

サービス事業者への支援 

○発達障害に関する市民の

理解を深めるための普及啓

発事業 

○ひきこもりの市民及びそ

の家族への支援

○発達障害者支援事業の実

施

○発達障害者支援事業の実

施 

 

 

○発達障害者支援事業の実

施 

・発達障害者の相談支援 

・専門デイ事業の実施 

・就労支援準備の実施 

・社会参加の促進 

 

○調布市地域精神保健福祉

ネットワーク連絡会を活用

した発達障害者支援ネット

ワークの構築 

事　業　費 　　　（千円） 13,000 17,725 17,704

事務事業 発達障害者支援体制整備推進事業

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 41 重点Ｐ － －

○緊急サポート事業の実施 

・対象の拡大 

  

○安心ネットワーク事業の

実施 

 

○ヘルプカード・ヘルプ

マークの普及啓発

○緊急サポート事業の実施 

 

 

 ○安心ネットワーク事業の

実施 

 

○ヘルプカード・ヘルプ

マークの普及啓発 

 

事　業　費 　　　（千円） 15,217 9,459 8,739

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・相談係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○障害のある市民が地域で

安心して生活するためのサ

ポート事業 

○訪問相談支援事業の対象

者拡大 

○実施事業の市民への周知

○緊急サポート事業の実施 

・対象の拡大 

 

 ○安心ネットワーク事業の

実施 

 

○ヘルプカードの普及啓発 

 

 

計画コード 40 重点Ｐ － －

事務事業 障害者を地域で支える体制づくり

（施策０９障害者福祉の充実）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○障害者の地域で自立した

生活を支援するため，グ

ループホーム整備・開設支

援・運営支援を実施 

 

 

○重度身体障害者グループ

ホームの設置検討

○開設支援  

 

○入居支援（家賃助成） 

 

○運営支援（都加算） 

 

○重度重複障害者グループ

ホームの運営支援 

（２箇所）

○開設支援（２箇所） 

 

○入居支援（家賃助成） 

 

○運営支援（都加算） 

 

○重度重複障害者グループ

ホームの運営支援 

（２箇所）

  

 

○入居支援（家賃助成） 

 

○運営支援（都加算） 

 

○重度重複障害者グループ

ホームの運営支援

（２箇所）

事　業　費 　　　（千円） 224,365 187,319 202,901

事務事業 障害者グループホームの整備

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 44 重点Ｐ － －

○運営支援（１２箇所） ○運営支援（１２箇所）

事　業　費 　　　（千円） 24,163 26,464 24,482

所管部署 福祉健康部・障害福祉課・自立支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○運営支援（家賃）の助成 

 

○放課後等デイサービス事

業所の設置 

○運営支援（１１箇所）

計画コード 43 重点Ｐ － －

事務事業 放課後等デイサービスの充実

（施策０９障害者福祉の充実）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）10（施策名）セーフティネットによる生活支援 

主管課名 福祉健康部 生活福祉課 

主管課長名 大島 振一郎 電話番号 042-481-7092 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，福祉総務課，高齢福祉担当，障害福祉課，健康推進課，ごみ対策課 

 

目 

的 

対 象 生活困窮者，生活保護受給者 

意 図 自立して生活をおくることができる，健康で文化的な生活をおくることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ100＞ 

生活保護制度の適正な運用により健康で文化的な最低限度の生活を保障します。また，自立に向けて継続的な支援を

実施していきます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
目標値 

（平成 30 年度） 

１ 就労（増収）により自

立した世帯の割合【☆】 
8.0% 7.0% ２.９％ ４.9％ 

5.0％程度 

（毎年度） 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 就労（増収）により自立した世帯の割合【☆】
生活保護廃止世帯のうち就労（増収）により自立した世帯が占める割合は，平成２８年度に比較して２

ポイント増加しました。なお，目標値との比較では０.１ポイント下回っています。 
平成２９年度は，本指標の分母である「生活保護廃止世帯数」が平成２８年度から１１％減少した一方

で，分子である「就労により自立した世帯数」が平成２８年度から５０％増加したことから，平成２８年
度を上回る結果になりました。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№10 セーフティネットによる生活支援） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１０-１ 生活困窮者の自立支援 

平成２７年４月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき開設した，ワンストップ型相談窓口「調布

ライフサポート」（社会福祉協議会へ委託）では，生活困窮者の生活に関する包括的な相談を受け，生活

上の課題整理を行ったうえで，その人に最適な支援プランの作成や他制度，他支援の情報提供，相談への

同行支援等を行いました。 

 就労支援が必要な方にはハローワークや民間職業紹介事業者と連携を図りながら，カウンセリングや職

業紹介など就労に向けた支援を行い，生活困窮者の自立の促進を図りました。 

 離職により経済的に困窮し，家賃の支払いが困難な方に「住居確保給付金」制度の活用ができるよう審

査書類等の手続き支援を行い，住居確保給付金を支給したことにより，生活困窮者の自立の促進を図りま

した。 

 平成２７年度に開始した，調布市子ども・若者総合支援事業『ここあ』において，生活困窮世帯や生活

保護受給世帯の中学生を対象に，学習支援コーディネーターと学生ボランティアによる進学に向けた学習

サポートや学習習慣取得のための支援を行い，進学や学習意欲等の向上に繋げました。また，子ども生活

部と連携を図りながら運営を行い，貧困連鎖の防止に取り組みました。  

 

 

１０-２ 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援 

平成２９年度末の調布市における被保護世帯及び人員は，２，５０９世帯（前年比７４世帯増）， 

３，０６９人（６５人の増）でした。また，生活福祉相談については，延べ１，３１０件で，前年度比 

５８件が増加しました。 

 こうしたなか，平成２９年度も，国が掲げる「漏給防止」，「濫給防止」，「自立支援」の３点を柱に適正

な保護の実施に努めました。 

 「漏給防止」の取組として，生活保護の相談の際には，相談者に対して，生活保護制度等についての十

分な説明を行い，申請の意思表示をされた方には，速やかに申請書を交付するとともに申請手続きについ

ての助言を行いました。また，必要な方が生活保護に繋がるよう，地域の方々からの情報提供等に対して

は，迅速に現場確認に努めました。 

 「濫給防止」の取組として，生活保護の開始時の資産調査や扶養照会，課税状況などの必要な調査を実

施するとともに，被保護者へ収入申告の必要性，届け出義務について説明を行い，定期的な収入申告の提

出を求めました。また，生活保護の実施要領の改正に基づき，引き続き資産申告の実施を行うなど，保護

の適正な実施に努めました。 

「自立支援」の取組として，被保護世帯の生活状況等を把握し，自立助長に向けた適切な指導援助を行

うため，査察指導員が各ケースワーカーに年間訪問計画の策定と活発な訪問活動の実施を働きかけるとと

もに，その進行管理に努めました。就労支援では，就労支援員が，庁内ハローワークや民間職業紹介事業

者の就職サポート事業を活用し，被保護世帯の経済的な自立の促進を図りました。身体的な事情等から金

銭管理が困難で，かつ，親族等が代理で行うことができない被保護者に対しては，金銭管理の支援を行い，

日常生活の自立の促進を図りました。また，次世代育成支援として生活保護受給世帯の小・中学生を対象

に，学力の向上と高校進学を目的として，通塾代等の助成（中学３年生は２０万円に拡大）を行いました。

また，必要な被保護者に対し，就労や地域生活支援を目的として，スーツ代やアパートの鍵交換費用等

を助成する自立促進事業を展開しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○自立支援専門員の配置 

○健康管理支援員による健

康管理支援 

○金銭管理支援プログラム

による支援 

○次世代育成支援プログラ

ムによる支援 

○支援プログラムに基づく

支援 

○就労による自立の促進 

○就職サポート事業による

支援 

○自立促進事業

○自立支援専門員の配置 

○健康管理支援員による健

康管理支援 

○金銭管理支援プログラム

による支援 

○次世代育成支援プログラ

ムによる支援 

○支援プログラムに基づく

支援 

○就労による自立の促進 

○就職サポート事業による

支援 

○自立促進事業

事　業　費 　　　（千円） 52,051 63,099 61,686

所管部署 福祉健康部・生活福祉課・生活福祉係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○自立支援専門員の配置 

 

 

○支援プログラムの策定・

支援 

 

 

 

 

○就労による自立の促進 

 

 

○自立促進事業

○自立支援専門員の配置 

 

 

○金銭管理支援プログラム

による支援 

○次世代育成支援プログラ

ムによる支援 

○支援プログラムに基づく

支援 

○就労による自立の促進 

○就職サポート事業による

支援 

○自立促進事業

計画コード 46 重点Ｐ － －

事務事業 自立支援事業の充実

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策１０セーフティネットによる生活支援）

基本計画事業取組実績

○生活困窮者自立支援事業

の実施

○生活困窮者自立支援事業

の実施 

 

 

 

 

○事業の検証

○生活困窮者自立支援事業

の実施 

 

 

 

 

○事業の検証

○生活困窮者自立支援事業

の実施 

・自立相談支援機関の運営 

・住居確保給付金の支給 

・子どもの学習支援事業の

実施 

○事業の検証

事　業　費 　　　（千円） 33,546 33,633 31,937

事務事業 生活困窮者自立支援事業

所管部署 福祉健康部・生活福祉課・生活福祉係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 45 重点Ｐ － －
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