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第 １ 部      
 １ 計画策定の趣旨 

 

次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援対策に関する市の事務及び事業

について５年を１期として行動計画を策定することが義務付けられ、本市においては、

平成17年２月に前期計画を、平成22年３月に後期計画を策定し、次世代育成支援対策を

総合的かつ効果的に推進してきました。 

しかし、本市の出生率は国と同様に近年上昇の傾向がみられるものの、出生数は減少

傾向にあり、人口減少・少子高齢化が進んでいます。 

その中で、平成24年８月に子ども・子育て関連３法（「子ども・子育て支援法」「認定

こども園法の一部改正法」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施

行に伴う関連法律の整備等に関する法律」）が制定され、それに伴い、本市においては平

成27年３月に「神戸市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。新制度では、少

子化対策を社会保障の一つとして明確に位置付け、安定財源を確保しつつ、地域の実情

に応じて、幼児教育・保育・子育て支援について、待機児童の解消のための保育の受け

皿確保等の量的拡充や、職員の配置や処遇の改善等を図りつつ、教育・保育の質の向上

を図っていきます。 

また、10年間の時限立法であった「次世代育成支援対策推進法」がさらに10年間延長

されたことを受け、本市においては「神戸市子ども・子育て支援事業計画」等と一体的

に、「新・神戸っ子すこやかプラン」を策定し、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的

に進めていきます。 

 
図表１ 次世代育成支援対策推進に関する国の取組 

 

 
    

次世代育成支援対策推進行動計画

子ども・子育てビジョン

子ども・子育て関連３法

待機児童解消加速化プラン

次世代育成支援対策推進法

子ども・子育て支援事業計画

平成22年

平成24年

平成25年

平成15年

平成17年

10年間延長

次世代育成支援対策推進行動計画平成27年
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【【【【子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度についてについてについてについて】】】】    

    

子ども・子育て支援新制度は、平成27年4月より子ども・子育て関連３法に基づき実

施されました。 

新制度では、社会全体で費用負担を行いながら、市町村が実施主体となり、それぞれ

の地域特性やニーズに即して、より柔軟な制度運用・サービス提供を行うことで、「質の

高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質

的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」に取り組んでいます。 

 

 
図表２ 子ども・子育て支援新制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３法のポイント】 

●認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付 
 （「施設型給付」及び小規模保育等への給付「地域型保育給付」の創設） 

●認定こども園制度の改善 
 （幼保連携型認定こども園の改善等） 

●地域の実情に応じた子ども・子育て支援 
 （利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等の「地域子ども・子育て支援事業」の充実） 

●基礎自治体（市町村）が実施主体 

●社会全体による費用負担 

●政府の推進体制 
 （内閣府に子ども・子育て本部を設置） 

●子ども・子育て会議の設置 

質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供 

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度 

・認定こども園制度の改善による普及推進

保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

・認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等の共通の給付の仕組みの導入 
・小規模保育等、地域型保育事業の市町村認可に移行かつ給付対象とし、財政支援を実施 

地域の子ども・子育て支援の充実 

・一時的な預かり保育や学童保育等の充実 
・利用者への分かりやすい情報提供の仕組みづくり 

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて関連関連関連関連３３３３法法法法 

１．子ども・子育て支援法 
２．認定こども園法の一部改正法 
３．子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 



 3

２ 等 

 

本計画は、平成27年度までを計画期間とする「神戸市次世代育成支援対策推進行動計

画（後期計画）『神戸っ子すこやかプラン』」における基本理念や、平成27年度策定した

「神戸市子ども・子育て支援事業計画」の「基本理念を実現するための考え方」並びに

「基本的な視点」を踏襲します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念基本理念基本理念基本理念をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための考考考考ええええ方方方方    

子どもは社会の であり、 の です。一人ひとりの子どもの は、社会全体の い
です。 

子どもの生命
い の ち

と心を ること、子どもが自主性を持って成 していくよう促すこと、そして
保護者の子育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者の 、また、 勵の活 ある
社会の担い手の育成にもつながります。子ども・子育て支援は社会全体で取り組むべき最重要
課題の一つです。 

子育ては、 一拣的には その他の保護者が を持つ という 的 を とし
つつ、地域や社会が保護者に寄り添い、保護者が喜びや生きがいを感じながら、安心して子育
てができるよう、社会全体で支援します。 

は くから として えた であり、また、拠 ・ を拳り えてき
た でもあります。 には、 勭から 々な 化を取り れる中で れた進取の勴 、

な人々や え を け れる拋 、 を 機として育 できた人と人とのつながり、
や地域の があります。 

の ・地域・ ・ が、 を合 、 のすべての子どもたちが で育って
よかったと思えるような、子ども・子育て支援を展開していきます。 

基本理念基本理念基本理念基本理念 

子どもの利益が最大限尊重され、子どもが健やかに育まれるとともに、 

すべての人が安心してゆとりを持って子どもを産み育てることができるよう、 

子育てを社会全体で支えるまち 
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 子どもの育ちにおいては、おおむね１歳までの乳児期は、保護者との親密なやりとりを通し
て情緒の安定や他者への信頼感が醸成され、身体面でも著しく発達します。また、おおむね３
歳に達するまでの幼児期は、 的生活 を身につけ、自 へと向かうとともに身体機能や
運動機能が著しく発達する時期であり、子どもは情緒的な安定の中で自発的に活動し、徐々に
人間関係を広げて社会性を身につけ始めます。おおむね３歳以上の幼児期は、遊びを中心とし
た生活の中で に身体感 を通して かな感性を い、 心・ 心・思 が れ、自
我や主体性が 生えてきます。さらに、 学校 学 の学 期は、乳幼児期で れた を拋

とし、 のとれた発達を る時期で、 に自 勪 や他者 等の社会性が発達し、心身
の成 と 化も著しい時期です。 

こうした、子どもの発達段階に応じた育ちの状況や一人ひとりの個性をふまえ、それぞれの
子どもにとって で拾の い環境を 保し、すべての子どもが やかに成 していく社会、
すな ち 子どもの最 の が実勶される社会を目指します。 

 勶 、我が では 生 の に い 子化が進 しており、 においても全 的な
向以上に 生 や 15 歳 人 割合の拯 が進 でいます。また、 、核家 化の進展、
地域のつながりの希薄化、共働き家庭や非正規雇用割合の増加等、親や家庭をとりまく状況も

化しています。 もが安心して子どもを育て、 を担う子どもたちを やかに育み、自
して社会に た ることへの りを持つことができるよう、親に する子育て支援を うこ
とが求められています。 

ともに親が、子育てに喜びや生きがいを感じ、自 定感を持ちながら子どもと向き合
い、親として成 できるよう、子育て中の親の勴持ちを社会全体で け め、より拖い親子関
係を 成していくことで、子どものより拖い育ちを実勶していくことを目指します。また、家
庭における子育ての拆担や勘安・ 感を らげるために、 ・ 産期から れ目のない支
援を います。 

をはじめ、家庭を中心に学校園等・地域・ その他、社会を拧成するすべての人々が、
子ども・子育て支援に する関心や を め、 に密 に し、社会全体で子育てを支
えます。 

は、子ども・子育て支援のための施策を拾・ ともに充実さ 、また に支援が必要
な親子等について支えていく必要があります。 

学校園等、子どもの 育・保育を う施設については、子どもと 育・保育者等にとって、
子どもの育成にふさ しい、安全で 全な環境となるよう めることが です。 

地域では、地域団体や地域における子ども・子育て支援施設等を核として、地域が親と子ど
もを支え、地域コミュニティの中で、親が親同士や地域の人々とのつながりを持つとともに、
子どもたちに積極的に役割を与え地域における社会参画を促進する等、安心感や充実感を持っ
て子育てができる社会を目指します。 

にも、 ・ ・ の実勶に向けて、 共に子育てしながらでも働きや
すい環境づくりに取り組むことが求められています。 

このように、それぞれがそれぞれの役割を果たすことで、家庭を築き、子どもを産み育てた
いと思う人々の希望がかなえられ、すべての子どもが やかに成 できる社会を目指します。 
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３ 計画の位置づけ 

 
本計画は、子どもの育ちと子育て支援を推進する総合的な計画として、「次世代育成支

援対策推進行動計画（後期計画）『神戸っ子すこやかプラン』（平成22～27年度）」（以下

「神戸っ子すこやかプラン」という。）の後継計画ですが、昨年度策定した「神戸市子ど

も・子育て支援事業計画」と一体化した、神戸らしい「新・神戸っ子すこやかプラン」

を策定し、各計画と連携しながら、子ども・子育て支援施策を総合的に推進していきま

す。 

図表３ 各計画との関係 
 

 

  

第５次神戸市基本計画 

神戸づくりの指針(目標年次：平成 37 年） 

神戸 2020 ビジョン 
（目標年次：平成 32 年度） 

各区計画 
（目標年次：平成 32 年度） 

【包含】 

・神戸市母子保健計画  

・神戸市青少年育成中期計画 

・母子家庭及び父子家庭並びに寡婦自立促進計画 

・神戸市子どもの貧困対策計画 

・神戸市家庭的養護推進計画 

【連携】 

・“こうべ”の市民福祉総合計画 2020（～32 年度） 

・健康こうべ 2017（～29 年度） 

・神戸市食育推進計画（第３次）（～32 年度） 

・神戸市男女共同参画計画（第４次）（～32 年度) 

・第２期神戸市教育振興基本計画（～30 年度） 

・神戸市障がい者保健福祉計画 2020（～32 年度） ほか 

新・神戸市基本構想（目標年次：平成 37 年） 

神戸市総合基本計画 

実現 

反映・実現 

連携 

連携 

新・「神戸っ子すこやかプラン」 
神戸市次世代育成支援対策推進行動計画 

（目標年次：平成 31 年度） 

神戸市子神戸市子神戸市子神戸市子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業計画支援事業計画支援事業計画支援事業計画 

（（（（平成平成平成平成 27272727～～～～31313131 年度年度年度年度）））） 

相互補完 

ひょうご子ども・子育て 

未来プラン 

（平成 27～31 年度） 

連携・包含 

連携 
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４ 計画の期間 

 

     本計画は、平成28年度～31年度までの４か年を計画期間とします。 

 

 
図表４ 本計画の期間 

 

 
 

 

 

 

 

５ 計画の推進 

①①①①    計画計画計画計画のののの周知周知周知周知    

計画を推進していくにあたっては、「新・神戸っ子すこやかプラン」や「神戸市子ども・

子育て支援事業計画」、「子ども・子育て支援新制度」について広く市民に周知するとと

もに、適宜、必要な人に適切な情報が届くよう、パンフレットや広報紙、ホームページ

等を用いながら、きめ細やかな情報提供に努めます。 

 

②②②②    計画計画計画計画のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価    

この計画の点検・評価については、各施策の実施状況、各施設・事業の利用実績、利

用者アンケートによる市民意見等を把握し、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、毎年度「神

戸市子ども・子育て会議」において検証します。また、「神戸市子ども・子育て支援事業

計画」における教育・保育サービスの「量の見込み」や「確保方策」において、実態と

の乖離が著しく大きく、見直しの必要が生じた場合は、「神戸市子ども・子育て会議」に

諮り、これを見直します。 

 

  

H22
年度

H27
年度

H28
年度

H31
年度

神戸っ子すこやかプラン
<神戸市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）>

神戸市子神戸市子神戸市子神戸市子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業計画支援事業計画支援事業計画支援事業計画

新・神戸っ子すこやかプラン
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第 ２ 部      
１ 子ども・子育てに関する動向 

（（（（１１１１））））人口人口人口人口のののの動向動向動向動向    

①①①①人口人口人口人口のののの推移推移推移推移とととと将来推計将来推計将来推計将来推計    

本市の人口は平成23年をピークに減少しており、今後も減少が予測されています。 
図表５ 人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：神戸市統計書より、 

平成 27 年以降はこども家庭局推計  

②②②②就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童・・・・小学生数小学生数小学生数小学生数のののの推移推移推移推移とととと将来推計将来推計将来推計将来推計    

本市の就学前児童数は減少傾向にあり、平成31年は7万人を下回ると予測されています。 

 
図表６ 就学前児童・小学生数の推移と将来推計 

 

出典：神戸市統計書等より、平成27年以降はこども家庭局推計  
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（（（（２２２２））））出生出生出生出生のののの動向動向動向動向    

①①①①    合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率のののの推移推移推移推移    

本市の合計特殊出生率は、国勢調査の実施年のみの数値となっていますが、全国や兵庫

県よりも低い数値となっています。 

 
図表７ 合計特殊出生率の推移 

 
出典：厚生労働省統計、神戸市統計書     

 

②②②②    出生数出生数出生数出生数のののの推移推移推移推移    

本市の出生数は減少傾向にあり、平成26年には過去最少となりました。 

 
図表８ 出生数の推移 

 
 

出典：厚生労働省統計、神戸市統計書 
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（（（（３３３３））））18181818 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの子子子子どものいるどものいるどものいるどものいる世帯世帯世帯世帯のののの状況状況状況状況    

平成22年の国勢調査によると、18歳未満の子どものいる世帯の状況をみたとき、ひとり

親を除く核家族は78％、ひとり親は12.5％、三世代7.9％となっています。区別にみると、

東灘区では核家族の割合が、長田区ではひとり親世帯の割合が高くなっています。 
 

図表９ 18 歳未満の子どものいる世帯の状況（平成 22 年度） 

    
出典：国勢調査（平成 22 年） 

  

（（（（４４４４））））ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの世帯収入世帯収入世帯収入世帯収入とととと就業状況就業状況就業状況就業状況    

児童のいる一般家庭とひとり親家庭の収入を比較すると、母子世帯は一般世帯の44％、

父子世帯は69％となっており、十分とは言えない状況です。また、ひとり親家庭の就労状

況を見ると、母子世帯については非正規雇用が６割以上となっています。 
 

図表１０ ひとり親家庭の世帯収入と就業状況 

年間世帯収入年間世帯収入年間世帯収入年間世帯収入 
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一般一般一般一般※※※※3333 
神戸市神戸市神戸市神戸市※※※※1111 全国全国全国全国※※※※2222 

母子世帯 250 万未満 51.6％ 291 万 
658 万 

父子世帯 450 万未満 52.4％ 455 万 
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(%)(%)(%)(%)    83.7 80.6 

正規正規正規正規    35.4 39.4 

非正規非正規非正規非正規    64.6 60.6 
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                            (%)(%)(%)(%)    91.0 91.3 

正規正規正規正規    64.8 67.2 

非正規非正規非正規非正規    35.2 32.8 

出典：※1 H25 ひとり親家庭等実態調査 ※2 H23 全国母子世帯等調査 ※3 H23 国民生活基礎調査（児童の

いる世帯）        
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（（（（５５５５））））女性女性女性女性のののの労働力率労働力率労働力率労働力率のののの状況状況状況状況    

女性の労働力率は、30歳代～40歳代で一旦低下する、いわゆるＭ字カーブを描いていま

す。 

本市ではどの年齢も全国平均を下回っており、特に20歳代～50歳代の労働力率は、全国

平均と約10％の差がみられます。 

 

図表１１ 女性の労働力率の状況（平成 22 年度） 

 

出典：国勢調査（平成 22 年）     
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（（（（６６６６））））保育所等保育所等保育所等保育所等利用利用利用利用定員数定員数定員数定員数・・・・待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数のののの推移推移推移推移    

本市の保育所・認定こども園・小規模保育等の利用定員数は、平成27年4月には24,569

人となり、平成17年と比べて約7,000人増加しています。待機児童数については、平成26

年度に教育・保育施設の新増設や小規模保育の拡充に加え、幼稚園から認定こども園への

移行、事業所内保育事業の実施等を行い、過去最大となる約2,500人分の保育枠を新たに

確保した結果、平成27年4月の待機児童数は前年より110人減少し、13人となりました。 

 

図表１２ 保育所等利用定員数・待機児童数の推移 

 

 

 

図表１３ 区域別・年齢別の保育所の待機児童数（平成 27 年 4 月 1日現在 ） 
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（（（（７７７７））））就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童のののの居場所居場所居場所居場所    

本市の就学前児童は、０歳児では9割が、１～２歳児は約6.5割前後が在宅で過ごしてい

ます。一方、４～５歳児の９割以上が保育所や幼稚園、幼保連携型・幼稚園型認定こども

園等に在籍しています。 

 
図表１４ 就学前児童の居場所（平成 27 年度）

 
 

出典：神戸市資料   
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第 ３ 部  施 策 展 開  
 
第１章．結婚・妊娠・出産・子育て勡における のない支援 
１.結婚・妊娠・出産・子育てにあたたかい街こうべの実現 ２． 子保健の充実 ３．経済的支援の推進 
(1)結婚・妊娠・出産・子育てにあたたかい街づく

りの推進 
(1)相談窓口の充実 (1)妊婦健康診査費補助（再掲） 

(2)「ひょうご出会いサポートセンター」との連携・

協働による出会い・結婚支援 

(2) と子の健康 の機会の確保 (2) 幼児等・こども 費助成 

(3)子育てに関する正しい の 及・啓発 (3) 児 勯特定 費助成 

(3)「子育て世代包括支援センター」の整備 (4)勘妊 費助成と相談・支援の充実 (4)児童手当 

(4)次代の親づくり支援 (5)産前・産後のケアの充実 (5) 子家庭等 費助成 

(5)誰もがくらしやすいまちづくりの推進 (6)養育支援の充実 (6)児童扶養手当 

(6)住まいに関する支援  (7) 子 子寡婦 資 の 付 
(7) 児 体制の充実  (8)多子世帯・ひとり親世帯等の保育 の軽減 

  (9) 幼 園就園 助成  

  (10)実費徴収に係る補足給付事業 

  (11)就学援助事業 

 

第２章．地域における子育て支援の充実と の健全育成の推進 
１．地域施設・人材と連携した子育て支援 ２． の健全育成 

(1)児童館を活用した健全育成の推進 (1) の居場所づくりの支援 

(2)地域子育て支援拠点事業の推進 (2) 会館の機 充実 

(3)総合児童センター（こべっこランド）の運営 (3) の社会 の推進 

(4)子ども会活動の振興 (4)課 を えた ・ の 支援 

(5)子どもの居場所づくり事業の推進 (5)体 ・ 活動等の場づくりの推進 

(6)放課後子ども総合プランの推進 (6) の安全・安心の確保 

 (7)家庭・地域・学校の協働・連携の強化 

 (8)ネット社会への対応 

 (9) ・犯 防止のための活動支援・啓発の推進 

 

第３章．仕事と子育ての 支援 
１．質の高い教育・保育の総合的な提供及

び多様な地域子育て支援事業の推進 
２．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた

取組 

(1)質の高い教育・保育の提供 
(1) 勯中心 労働 の しに関する啓

発の実施 

(2)待機児童の解消 
(2) 勯の就労または再就労及び活躍に関する

啓発の実施 

(3)多様な地域子育て支援事業の推進  
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第４章．教育環境の充実 
１．確かな学 ・豊かな心・健やかな体の育成 ３．幼児教育の充実 
(1)個に応じた指導の推進 (10)いじめ未然防止・ 勡発 ・ 勡対応対

策の充実 

(1)「子ども・子育て支援 制 」を踏まえた幼

児教育の充実 

(2)学 の定 及び学 勪 ・生活実

の把握と検証・改善 

(11)相談及び支援体制の充実による勘 校の

未然防止 

(2)「 めプ クト」による幼保 連携

等の推進 

(3)「 かる 業」から「 の く 業」へ (12)地域や関係機関との連携による勘 校・

勬 動 児童虐待への対応 
４．安全・安心な学校づくりに向けた環境

整備 

(4)「読んで 考えて まとめながら 書く」活動の

推進 

(13)「全 体 ・運動 ・運動 等 査」

を活用した体 向 への取組 

(1)学校園施設の 改 による 化 

(5)読書活動の推進 (14)発達段階に応じた食育の推進と情報発信 (2)防犯教育の実施 

(6) としての 教育の推進 (15)保健教育の推進 (3)防災体制の充実 

(7)こうべっ子豊かな心育成プランに基づいた教

育の推進 
２．特別支援教育の充実 (4)学校園適正規模化の推進 

(8)震災 21 からの防災教育 (1)域内の教育資源の活用・関係機関との連携

による幼児・児童生徒への一層の支援 

 

(9) を にする教育の推進 
(2)一人ひとりの発達に応じた特別支援学校で

の に向けた取組 

 

 

第５章．特に支援が必要な子ども・家庭への対応 
１．児童虐待防止対策の充実 ３.貧困の連鎖防止に向けた施策の充実 ５．社会的養護体制の充実 

(1)発生予防のための事業の充実 (1)生活の安定のための支援 (1)施設の整備充実と 親 の推進 

(2) 勡発 ・対応の  (2) 勵の のための学 の育成支援 (2) 支援策の強化 

(3)こども家庭支援室の充実 (3)就労・収入の確保のための支援 (3)組織強化のための仕組みの強化 

(4)こども家庭センターにおける専門的支援の充実 (4)居住環境の安定確保のための支援 (4)社会的養護に対する啓発の推進 

(5)関係機関との連携強化 ４．ひとり親家庭等への支援の充実  

２．障がい児施策の充実 (1) 子家庭等 費助成（再掲）  

(1) 育体制の再 の推進 (2)児童扶養手当（再掲）  

(2) 育相談・ 定の充実 (3) 子 子寡婦 資 の 付（再掲）  

(3) 育センターにおける支援 (4)多子世帯・ひとり親世帯等の保育 の軽減（再掲）  

(4)児童発達支援センターにおける支援 (5)寡婦（夫）控除のみなし適用  

(5)放課後や夏休み等の支援 (6)日常生活の支援  

(6)在学中における就労に向けた支援 (7) バス・地 等 証の 付  

(7)発達障がい児等への支援 (8)ひとり親家庭等就業・ 支援センター事業の推進  

(8)すこやか保育（障がい児保育）等の充実 (9) 支援教育 給付 事業の推進  

 (10)高等 業 進給付 事業の推進  

 
(11)高等学校 業 定 合 支援

事業の推進 

 

 (12) 子・婦人 勡保護  

 (13)ひとり親家庭支援センターにおける支援  
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１．１．１．１．結婚・妊娠・出産・子育てにあたた結婚・妊娠・出産・子育てにあたた結婚・妊娠・出産・子育てにあたた結婚・妊娠・出産・子育てにあたたかい街かい街かい街かい街こうべこうべこうべこうべのののの実現実現実現実現     

    

 

 

 

 

    

(1(1(1(1))))結婚結婚結婚結婚・・・・妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てにあたたてにあたたてにあたたてにあたたかいかいかいかい街街街街づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進    

    ①①①①「「「「こうべこうべこうべこうべ子育子育子育子育てててて応援応援応援応援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」のののの始動始動始動始動    

        「子育てにあたたかい街こうべ」の機運を醸成するため、子育て世代や子育て支援に携

わる方々、企業等の参画も得ながら、家庭や子どもを持つ喜びをさまざまな方法で広報・

啓発を推進します。 

    

②②②②子子子子育育育育てててて応援応援応援応援サイトサイトサイトサイト「「「「ママフレママフレママフレママフレ」」」」    

子育てに役立つ情報を項目ごとに整理し、誰もがわかりやすく簡単に検索し活用するこ

とができる、子育て応援サイト「ママフレ」により行政サービスや子育て関連の施設情報

等を発信します。  

また、神戸市ホームページや赤ちゃん安心Webとも連携をしながら、随時、必要な機能

の追加を行い、サイトのさらなる充実を図ります。 

    

③③③③「「「「子育子育子育子育てててて応援応援応援応援メールメールメールメール」」」」のののの配信配信配信配信 

子育てに関する不安や悩みを軽減し、孤立化を防止するため、妊婦や乳幼児の親を対象

に、子どもの成長過程、定期健診、妊娠・子育て生活のアドバイス、子育てイベント等の

情報を、妊娠週数や月齢に応じてタイムリーにメールを配信します。父親や家族等への登

録を呼びかけることで、出産・育児に対する理解の促進にも努めます。 

また、１歳の誕生日には子どもの成長を祝う市長からのメッセージも併せて配信します。 

 

④④④④マタニティーマークのマタニティーマークのマタニティーマークのマタニティーマークの啓発啓発啓発啓発    

妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保を目指し、妊産婦にやさしい環境づくりを推

進するために、マタニティーマークの普及啓発に努めます。 

 

 

   ⑤⑤⑤⑤ユニバーサルデザインのユニバーサルデザインのユニバーサルデザインのユニバーサルデザインの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発 

誰もが安心して快適に暮らせる「人にやさしい・人がやさしい」ユニバーサル社会の実

現のため、ユニバーサルデザインの考え方を将来の神戸を担う子どもや学生に広く啓発し、

一人ひとりを大切にする意識づくりを進めます。 

 

 

 

第第第第１１１１章章章章    結婚結婚結婚結婚・・・・妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てててて期期期期におけるにおけるにおけるにおける切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない支援支援支援支援 

結婚・妊娠・出産・子育てを大切にするという意識が街全体で深く共有され、行動に表れること

で、若い世代が結婚・妊娠・出産・子育てに対し、より前向きに考えられるようになるあたたかい

街の実現を目指します。また、一人ひとりが希望する時期に結婚でき、希望する子どもの人数をも

てる環境を整備することにより、少子化の進展に歯止めをかけることを目指します。 
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((((2)2)2)2)「「「「ひょうごひょうごひょうごひょうご出会出会出会出会いサポートセンターいサポートセンターいサポートセンターいサポートセンター」」」」とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働によるによるによるによる出会出会出会出会い・い・い・い・結婚支援結婚支援結婚支援結婚支援    

少子化の大きな要因の一つである未婚化・晩婚化に対する取組として兵庫県が実施してい

る、独身男女に出会いの場を提供する「ひょうご出会いサポートセンター」と連携・協働し

た取組を進めます。 

 

(3)(3)(3)(3)「「「「子育子育子育子育てててて世代包括支援世代包括支援世代包括支援世代包括支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの整備整備整備整備    

保健・福祉の専門職等マンパワーの確保等により各区役所等の相談支援機能の強化を図り、

妊娠期から子育て期のすべての妊産婦等の相談に総合的に対応するワンストップ拠点を整備

することで、育児の不安解消や孤立化の防止、児童虐待の予防等を図ります。 

   また、妊婦や子育て家庭を支援する関係者に対し、研修を実施すること等により資質の向 

  上を図ります。 

 

((((4)4)4)4)次代次代次代次代のののの親親親親づくりづくりづくりづくり支援支援支援支援    

①①①①命命命命のののの感動体験学習感動体験学習感動体験学習感動体験学習のののの推進推進推進推進    

身近に幼児と直接ふれあう機会の少ない小学校高学年等の子どもを対象に、小学校や児

童館等において保育体験学習を行い、幼児のもつ「やさしさ」「あたたかさ」「純粋さ」に

直接ふれることで、命の大切さ・生きる喜び・他人のために役立つことの喜び等を体験し

てもらい、将来親になった時の不安を軽減するとともに、地域で子育てを支援する気運の

醸成を図ります。 

 

②②②②専門職専門職専門職専門職によるデリバリーによるデリバリーによるデリバリーによるデリバリー授業授業授業授業    

性について正しい知識を身につけるとともに健全な自尊心、命を大切にする心を育てる

ため、中学生を対象に、１年生に対しては健康づくり（運動・適正体重・禁煙・禁酒・睡

眠等）や二次性徴の理解、また、妊娠の適齢期等の安全・安心な妊娠・出産に関すること

を、３年生に対しては性感染症や思いがけない妊娠のリスクとその予防等について、医師

や助産師による出前授業を行うことで、若年齢からライフデザインの構築を考える機会を

提供します。 

  

③③③③思春期思春期思春期思春期ピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリングピアカウンセリング    

市内高校生等を対象に、正しい知識のもとに年齢の近いカウンセラーと仲間同士として、

「性と生」について話し合い、自己決定力を養うためのカウンセリングを実施します。 

また、地域との連携を深めるため行政の医療保健分野や教育関係者との連絡会や研修会

を開きます。 

 

④④④④これからこれからこれからこれから親親親親となるとなるとなるとなる世代世代世代世代へのへのへのへの食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

思春期世代を対象に、朝食の重要性や適正体重の維持等、成長期に必要な栄養を確保す

るために正しい食生活の知識の啓発を行うほか、初産の妊婦とその夫を対象に自分自身の

食生活の見直しや子どもへの食育の重要性を学ぶ講座の開催等により、これから親となる

世代への食育を推進し、子どもの健やかな育成に努めます。 
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(5)(5)(5)(5)誰誰誰誰もがくらしやすいまちづくりのもがくらしやすいまちづくりのもがくらしやすいまちづくりのもがくらしやすいまちづくりの推進推進推進推進    

神戸市バリアフリー基本構想の推進をはじめ、ユニバーサルデザインの理念のもと、旅客

施設、建築物、道路、公園等のバリアフリー化やベンチの設置等により、誰もがくらしやす

いまちづくりを進めます。    

    

(6)(6)(6)(6)住住住住まいにまいにまいにまいに関関関関するするするする支援支援支援支援    

①①①①子育子育子育子育てててて応援応援応援応援マンションマンションマンションマンションのののの整備整備整備整備    

子育て環境に配慮した施設を備えたマンションを「子育て応援マンション」として認定

するとともに、居住者の子育てに係る取組を支援することにより、子育てにやさしいマン

ションの整備を促します。 

 

②②②②親親親親・・・・子世帯子世帯子世帯子世帯のののの近居近居近居近居・・・・同居住同居住同居住同居住みみみみ替替替替ええええ助成助成助成助成    

小学校入学前の子どもがいる子世帯とその親世帯が近居若しくは同居する場合に、移転

にかかる費用の一部を助成し、高齢期や子育て期を安心して過ごすための居住地選択を支

援します。 

 

③③③③民間賃貸住宅民間賃貸住宅民間賃貸住宅民間賃貸住宅へのへのへのへの入居支援入居支援入居支援入居支援    

  子育て世帯等の住宅確保要配慮者を対象に、民間賃貸住宅等への円滑な入居を支援する

「こうべ賃貸住宅あんしん入居制度」を神戸市すまいとまちの安心支援センター（すまい

るネット）で実施し、「連帯保証」等のサービスを提供することで、貸主、借主双方の不

安解消を図ります。    

    

④④④④特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅特定優良賃貸住宅におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

中堅所得者向けに良好な居住環境の住宅を供給する「特定優良賃貸住宅事業」において、

子育て支援として、新たに入居する子育て世帯（妊娠中の者がいる世帯も含む）に対して

家賃補助を行うとともに、３か月以上の空き家を対象に子育て世帯等の入居収入要件を緩

和します。 

また、神戸すまいまちづくり公社の特定優良賃貸住宅においては、新たに入居する新婚

世帯に家賃の減額を行います。 

    

⑤⑤⑤⑤市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅ストックをストックをストックをストックを活用活用活用活用したしたしたした子育子育子育子育てててて支援支援支援支援    

 子育て世帯の世帯構成等に応じて、「若年・子育て世帯向住宅」、「多子世帯向住宅」、「子

育て世帯向期限付き入居住宅」等、市営住宅ストックを活用した子育て支援を推進します。 
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((((7777))))小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制小児救急医療体制のののの充実充実充実充実    

子どものかかりつけ医をもつことを推進するとともに、小児救急医療体制として神戸こど

も初期急病センターや市医師会の西部休日急病診療所による初期救急医療体制、病院群輪番

制及び西神戸医療センター・西市民病院を中心とした2次救急医療体制、中央市民病院・兵

庫県立こども病院・神戸大学医学部附属病院を中心とした3次救急医療体制といった患者の

症状に応じた将来にわたり持続可能な小児救急医療体制を確保します。 

また医療相談については、こども急病電話相談、小児救急医療電話相談(♯8000)にて対応

します。 
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２２２２．母子保健の充実．母子保健の充実．母子保健の充実．母子保健の充実     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((((1111))))相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの充実充実充実充実    

①①①①「「「「子育子育子育子育てててて世代包括支援世代包括支援世代包括支援世代包括支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの整備整備整備整備（（（（P16P16P16P16再掲再掲再掲再掲））））    

 

②②②②妊娠妊娠妊娠妊娠のののの届出届出届出届出    

妊娠早期から、妊娠・出産・育児について必要な情報を得て安心して子どもを産めるよ

う、妊娠届をできるだけ早期(妊娠11週まで)に提出するよう啓発を図ります。 

また、妊娠届出の際には、全妊婦に対して保健師が面接を行い、アンケートを活用して

妊娠・出産について悩んでいる方への相談・支援とサービス等に関する情報提供を行うと

ともに、ハイリスク妊婦の早期把握・早期支援に努めます。さらに、妊娠中の喫煙や飲酒

が流早産や胎児の発育障がい等のリスクを高める等の知識の啓発と禁煙・禁酒に向けた保

健指導を行います。 

 

【妊娠中の喫煙率】平成26年度実績 3.1％ ⇒ 平成31年度目標  0％ 

【妊娠中の飲酒率】平成26年度実績 2.6％ ⇒ 平成31年度目標  0％ 

    

③③③③「「「「思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない妊娠妊娠妊娠妊娠ＳＯＳ」ＳＯＳ」ＳＯＳ」ＳＯＳ」相談事業相談事業相談事業相談事業    

思いがけない妊娠等により戸惑っている方に、助産師がメールや電話により相談に応じ、

正しい情報の提供や適切な支援機関につなぐことで、相談者の主体的な選択をサポートし、

悩みの解決を支援します。 

 

((((2222))))母母母母とととと子子子子のののの健康管理健康管理健康管理健康管理のののの機会機会機会機会のののの確保確保確保確保    

①①①①母子健康手帳等母子健康手帳等母子健康手帳等母子健康手帳等のののの交付交付交付交付    

妊娠届を提出した妊婦に対し妊娠、出産及び子育てに関する一貫した健康記録となる

「母子健康手帳」と、市内の医療情報や保健・子育て情報、各区の様々な行政情報等、出

産・子育てに対する不安の予防・軽減のための情報を掲載している「すくすくハンドブッ

ク」を交付します。 

    

②②②②妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査事業事業事業事業        

妊婦の健康を保ち、また、妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減し、安心して出産でき

るよう、妊婦健康診査（全妊婦14回分）について助成を行います。 

少子化、核家族化の進行や都市化、女性の社会進出等によって、子どもを産み育てる環境は大

きく変化しており、出生数の低下や高度化・多様化する母子保健需要に対応するため、母子保健

事業を総合的・効果的に推進する必要があります。 

母子保健の目的である「安心して子どもを産み育てる」ために、母性を最大限発揮できるよう

な健康管理を行うとともに、母性の保護・尊重を図ります。 

また、母親の子育ての不安に対応するための施策として、孤立化を防ぐための産後の支援に加

えて、子育て教室等の開催や各種サークルの情報提供、地域全体で子育てを支えられるようなネ

ットワークの構築等、子どもの健やかな体と安らかな心の成長発達を図るための母子保健事業の

実施と環境整備を行う必要があります。 
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③③③③妊婦歯科健康診査事業妊婦歯科健康診査事業妊婦歯科健康診査事業妊婦歯科健康診査事業    

妊娠中の身体的な変化や生活の変化によって起こりやすい歯科疾患の早期発見・早期治

療を行い妊婦の健康を維持するため、妊婦歯科健康診査（妊娠期間中に1回無料）を行い

ます。さらに妊婦の口腔の健康状態が自身の健康のみならず、子どもの胎児期から乳幼児

期にまで影響を及ぼすことから、安定期の早い時期(妊娠16週～20週) に受診し、安定期(妊

娠16週～27週)の間に歯科治療が行えるよう啓発します。併せて、歯科受診をきっかけに、

継続した定期健診を受けるようかかりつけ医の定着促進を図ります。 

    

④④④④新生児訪問指導事業新生児訪問指導事業新生児訪問指導事業新生児訪問指導事業（（（（乳児家庭全戸訪問乳児家庭全戸訪問乳児家庭全戸訪問乳児家庭全戸訪問））））    

新生児期は、親子の愛着形成が重要な時期であり、保健師または助産師が生後４か月ま

での乳児のいる家庭を訪問し、乳児の発育状況の確認、産後うつ等を含む保護者の健康管

理及び育児相談、子育て支援に関する情報提供等を行います。子育ての不安や悩みを聞き、

支援が必要な家庭に対しては適切なサービスにつなぐ等、継続的に支援を行います。 

 

【生後４か月までの乳児のいる家庭の状況把握率（電話指導含）】 

平成26年度実績 97.1％ ⇒ 平成31年度目標 100％    

    

⑤⑤⑤⑤乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児健康診査健康診査健康診査健康診査    

４か月、９か月、１歳６か月、３歳の各時期に健康診査を行い（９か月は指定医療機関

で実施）、子どもの発育・発達や育児環境等を確認するとともに、保健師・管理栄養士・

歯科衛生士・臨床心理士等が相談に応じます。 

また、併せて、未受診児に対し家庭訪問等により受診勧奨や状況確認を行い、受診率の

向上と養育支援に取り組みます。 

    

【健診対象児に対する把握率】 

平成26年度実績 ４か月：99.9％、１歳６か月：99.8％、３歳：99.5％  

⇒  平成31年度目標 ４か月、１歳６か月、３歳いずれも100％    

    

⑥⑥⑥⑥４４４４・・・・５５５５歳児発達相談支援歳児発達相談支援歳児発達相談支援歳児発達相談支援のののの充実充実充実充実    

４・５歳児の発達が気になる子どもについて、認定こども園、幼稚園や保育所等との連

携による早期発見や支援の仕組みを構築し、就学までの支援体制を充実します。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 21

⑦⑦⑦⑦感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策    

学校園、児童福祉施設と連携を図り、感染症の流行状況の情報共有や職員研修等平時か

らの感染症対策を強化するとともに、感染症を早期に探知・対応し、集団感染拡大等によ

る健康被害を最小限に留めることで、感染症の重症化予防に努めます。 

予防接種については、法により定められている定期予防接種を健診等の機会を捉えて接

種を勧奨、実施するとともに、行政措置予防接種のうち、１～13歳未満の小児のインフル

エンザワクチン１回目の接種費用や、風しんの抗体が十分でない女性等に対し、風しんワ

クチンの接種費用の一部を助成します。 

また、高度・専門的な接種判断が求められる定期予防接種要注意児のための専門外来窓

口を設け、安全性の向上に努めるとともに、予防接種による健康被害に対し、医療費・医

療手当や障害年金等を支給し、救済を図ります。 

 

((((3333))))子育子育子育子育ててててにににに関関関関するするするする正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識のののの普及普及普及普及・・・・啓発啓発啓発啓発    

①①①①すくすくすくすくすくすくすくすく赤赤赤赤ちゃんセミナーちゃんセミナーちゃんセミナーちゃんセミナー    

５～６か月の乳児を持つ保護者を対象に、離乳食や育児・歯科に関する講習会を行い子

育てに関する知識を提供します。また、グループワーク等を行い、仲間づくりの支援も行

います。 

 

②②②②歯科保歯科保歯科保歯科保健健健健のののの推進推進推進推進    

歯や口の健康が子どもの心身の健全な育成に大きな影響を及ぼすことから、乳幼児期か

らの歯科保健への取組を推進し、フッ化物応用・歯科指導・歯科健康教育といった歯科保

健対策を実施し、健全な口腔機能の育成を図ります。また、３歳児で仕上げ磨きをしてい

る親の割合を高めるために、歯みがき指導の充実を図ります。加えて、認定こども園、幼

稚園、保育所、児童館等と連携した歯科健康教育の充実や子どものかかりつけ歯科医の定

着促進にも努めます。 

さらに、幼児期からの歯科保健への取組を推進し、学童期のむし歯や不正咬合・咀嚼機

能障害の問題や中高生以降に多くみられる歯肉炎といった口腔のトラブルに対して、子ど

も自らが予防する力を育てていけるよう啓発活動を行います。 

 

【むし歯のない子の割合（３歳児健診データ）】  

平成26年度実績 85.0％ ⇒ 平成31年度目標 90％以上    

 

 ③③③③乳幼児期乳幼児期乳幼児期乳幼児期におけるにおけるにおけるにおける食育食育食育食育のののの推進推進推進推進    

乳幼児期は、生活習慣（生活リズム・食習慣）の基礎が確立する時期であり、子どもの

頃から家族等と一緒に食事をとりながら、望ましい食習慣を身につけることが、生涯にわ

たって心身ともに健全な育成につながることから、保護者が食育への理解を深め、実践で

きるよう支援します。 

乳幼児健診での相談や離乳食の作り方講座、地域や認定こども園、幼稚園、保育所、児

童館等での食育の取組を通じて、栄養に関する正しい知識や望ましい食習慣等の啓発を行

います。 
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④④④④事故防止事故防止事故防止事故防止のののの取組取組取組取組    

    子どもの死亡原因の上位を不慮の事故が占めることから、誤飲や窒息等の事故防止や、

急な事故に対応できるよう応急処置等について啓発します。 

    

⑤⑤⑤⑤家族等家族等家族等家族等のののの禁煙禁煙禁煙禁煙のののの推進推進推進推進    

 家族等の喫煙による、子どもの受動喫煙や誤飲事故等の健康に対するリスクを防ぐため、

妊産婦や乳幼児がいる家庭に対して禁煙について啓発を行い、喫煙率の減少を図ります。    

    

((((4444))))不妊治療不妊治療不妊治療不妊治療費助成費助成費助成費助成とととと相談相談相談相談・・・・支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

肉体的負担、精神的負担に加えて、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、経済的負担の軽減を図るとともに、不妊治療実施医療機関における安全管理のため

の体制を確保します。また、不妊専門相談機関と連携を図る等不妊相談体制を充実し、不妊

に悩む夫婦を支援します。 

    

((((5555))))産前産前産前産前・・・・産後産後産後産後のケアののケアののケアののケアの充実充実充実充実    

①①①①保健師保健師保健師保健師によるによるによるによる相談相談相談相談・・・・指導指導指導指導    

若年者や妊婦健康診査未受診者、思いがけない妊娠をした人等、妊娠期も含め、継続的

な支援を特に必要とする家庭に対し、区保健福祉部においてその必要性を把握した上で、

保健師が訪問・指導を行います。 

また、産後ケア事業や助産所・産婦人科医療機関等との連携により、相談・支援体制を

充実します。 

    

②②②②産後産後産後産後うつうつうつうつ病病病病対策対策対策対策    

産後の母親の10～15％に見られる産後うつ病を早期発見し、うつ病の重症化予防・早期

回復を促すために、妊娠中から産後うつ病に関する知識を啓発するとともに、新生児訪問

指導時及び４か月児健診時に産後うつスクリーニングを実施します。また、支援が必要な

母親には保健師や新生児訪問指導員による家庭訪問や、臨床心理士によるカウンセリング

等の支援を行います。 

 

③③③③産後産後産後産後ケアケアケアケア事業事業事業事業    

産後の育児不安が強く、家族等の支援が得られない母親を対象に、産後早期に助産所に

おいて宿泊や通所により、産後の母体のケアや育児に対する手厚い支援と相談を行い、育

児支援と児童虐待の予防に努めます。 

    

④④④④産産産産後後後後ホームヘルプサービスホームヘルプサービスホームヘルプサービスホームヘルプサービス事業事業事業事業    

出産後間もない母親が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によっ

て、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭に産後ホームヘルパーを派遣し、家

事・育児に関する援助・助言を行います。 

また、今後は事業所の実施体制の充実により、必要なサービス供給量の確保に努めます。 
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((((6666))))養育支援養育支援養育支援養育支援のののの充実充実充実充実    

①①①①養育支援養育支援養育支援養育支援ネットネットネットネット    

小児科や産科等の医療機関と区保健福祉部の連携の仕組みである「養育支援ネット」を

広く活用し、低出生体重児や障がい児、また妊婦を含む親への支援が必要な家庭を把握し、

早期の支援を行います。 

 

②②②②子子子子育育育育てててて教室等教室等教室等教室等のののの開催開催開催開催    

子育てに不安や負担が特に大きい保護者は、虐待につながる可能性が高いと言われてい

るため、子育てに対する保護者の気持ちを理解・共感し、望ましくない子育てや虐待を引

き起こすことを防ぎ、グループワークやお互いに交流できる場を提供します。また、個別

対応が必要な場合にはこども家庭支援室等の関係機関との連携を図ります。 

 

ア．極低出生体重児子育て教室 

出生体重1,500g未満の極低出生体重児とその保護者を対象に、小児科医や発達の専門家

を交えた話し合いや、「親子遊び」等を行う子育て教室を開催します。 

 

イ．ハイリスク児等の子育て教室 

多胎児や発達障がいの疑い等で支援が必要な子どもとその保護者を対象に、対象者ごと

に教室を開催し、親子遊びやグループワーク、仲間づくりの場の提供、個々の状況に応じ

た育児相談等を行います。 

 

ウ．発達障がい児等専門相談 

発達障がいの疑いのある子どもやその保護者を対象に、乳幼児健診後も身近な区役所で

発達相談を受け付けるとともに、保護者の不安を受け止め、発達心理等の専門家が子ども

の発達の特徴に合わせたかかわり方の助言・指導を行います。 

    

③③③③養育支援養育支援養育支援養育支援ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業        

食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のリスクを抱

え、特に支援が必要と認められる家庭や、児童養護施設等の退所または里親委託の終了に

より、児童が復帰した後の家庭に養育支援ヘルパーを派遣し、家事・育児に関する援助・

助言を行い、養育環境の維持・改善、家庭の養育力及び児童自身の生活能力の向上を図り

ます。 
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３３３３．経済的支援の推進．経済的支援の推進．経済的支援の推進．経済的支援の推進     

 

  

 

 

 

 

(1(1(1(1) ) ) ) 妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査妊婦健康診査費補助費補助費補助費補助（（（（P19P19P19P19再掲再掲再掲再掲））））        

 

((((2222))))乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児等等等等・こども・こども・こども・こども医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成    

子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、乳幼児から中学３年生までの医療費の助成に

ついて、引き続き拡充に取り組みます。 

 

(3)(3)(3)(3)小児慢性特定疾病医療費助成小児慢性特定疾病医療費助成小児慢性特定疾病医療費助成小児慢性特定疾病医療費助成    

治療が長期にわたり、医療費も高額となる小児慢性特定疾病について、自己負担分の一部

を助成します。 

 

((((4444))))児童児童児童児童手当手当手当手当    

生活の安定と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に、中学校修了前

までの児童に対し児童手当を支給します。 

 

(5(5(5(5))))母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成    

母子家庭等の保健の向上及び経済的な負担の軽減を目的として、母子家庭等の医療費を助

成します。 

  

((((6666))))児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当    

離婚等により父または母と生活をともにできない児童（父母のどちらかが重度障がいの状

態にある児童を含む）を監督保護している父母や、父母に代わって児童を養育している人に

手当を支給します。 

 

((((7777))))母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金のののの貸付貸付貸付貸付    

ひとり親家庭の児童の就学及び就職の促進や、ひとり親家庭の父母及び寡婦の自立を支援

するため、修学、技能習得、事業開始、転宅等についての貸付を行います。 

 

((((8888))))多子多子多子多子世帯世帯世帯世帯・ひとり・ひとり・ひとり・ひとり親親親親世帯世帯世帯世帯等等等等のののの保育料保育料保育料保育料のののの軽減軽減軽減軽減    

 多子世帯の保育料減免に係る年齢要件の撤廃や、ひとり親世帯等に対する更なる負担軽減

を行います。 

 

((((9999))))私立私立私立私立幼稚園就園幼稚園就園幼稚園就園幼稚園就園奨励奨励奨励奨励助成助成助成助成金金金金    

私立幼稚園児（子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園を除く）の保護者負担を軽減

するため、幼稚園の入園料・保育料を助成します。 

現行の神戸っ子すこやかプランの検証の調査では、子育て支援に望む施策として、税の優遇や教

育費の負担軽減等子育てに伴う経済的負担の軽減を図ってほしいとの声が多くあがっています。子

育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育てのしやすい環境を創出できるよう支援を行う必要があ

ります。 
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(10(10(10(10))))実費徴収実費徴収実費徴収実費徴収にににに係係係係るるるる補足給付事業補足給付事業補足給付事業補足給付事業    

教育・保育施設及び地域型保育において、各施設事業者が日用品、文房具等の購入に要す

る費用及び食事の提供に要する費用等について実費徴収を行う場合、低所得者層を対象に費

用の一部を補助します。 

 

(11(11(11(11))))就学援助事業就学援助事業就学援助事業就学援助事業    

経済的な理由により就学困難な要保護・準要保護世帯の児童生徒に対し、学用品費、給食

費等の援助を行います。 
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１．地域施設・人材１．地域施設・人材１．地域施設・人材１．地域施設・人材と連携と連携と連携と連携した子育て支援した子育て支援した子育て支援した子育て支援     

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)児童館児童館児童館児童館をををを活用活用活用活用したしたしたした健全健全健全健全育成育成育成育成のののの推進推進推進推進    

児童館は、18歳未満の子どもが自由に利用できる遊びの拠点、放課後等の安全・安心な居

場所です。認定こども園、幼稚園、保育所、小学校との連携に努め、放課後児童健全育成事

業を実施します。 

また、幼いころから中高生になるまで長期的、継続的に子どもに関わることができる児童

館の特性を活かし、課題を抱える子どもも含めすべての子どもの安全・安心な居場所となる

よう、児童館事業の充実に努めます。 

 

((((2222))))地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業支援拠点事業のののの推進推進推進推進    

地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消

を図り、すべての子育て家庭を地域で支える地域子育て支援拠点事業に取り組みます。 

神戸市では、①地域子育て支援センター事業、②大学と連携した子育て支援事業、③児童

館における親子館事業を行っているほか、認定こども園や幼稚園、保育所においても乳幼児

子育て応援事業等が実施されており、今後は、各拠点での直接的な実施事業のさらなる充実

を図ります。 

また、上記に加え、④地域における子育てサークル、⑤大学の知見、人材を活用した子育

てひろば、等の取組みについても情報を把握・発信していきます。 

さらに、各区では地域におけるグループ活動を支援するため、地域福祉センターや児童館

を利用して、育児相談やグループワーク等を行っており、身近な地域での子育て支援の場の

充実に努めます。 

①①①①地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    

子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として区役所や保育所内に設置している「地

域子育て支援センター」において、在宅育児家庭を中心に、子育て支援を進めます。既存の

ネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域の子育て支援情報の収

集・提供を行うとともに、地域に出向いた支援活動を実施しています。さらに、より重点的

な支援が必要であると判断される場合には、各区のこども家庭支援課等と連携し、個別的・

継続的な支援を行います。 

        

    

    

    

第第第第 2222 章章章章    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実とととと青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成のののの推進推進推進推進 

家庭や地域における子育て機能が低下している中、保護者の育児不安や孤立化への対応が急務と

なっているため、地域社会全体による子育て支援を推進していくことで、地域において一層安心し

て子育てができる環境づくりが必要となっています。 

また、児童・青少年の安全安心な居場所づくりに努めていく必要があります。 
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②②②②大学大学大学大学とととと連携連携連携連携したしたしたした子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業    

保育士養成校の指定を受けている市内の大学等で、乳幼児が自由に遊べるスペースを設け、

親子が気軽に集い、交流できる常設の「ひろば」づくりを進めます。「ひろば」においては、

子育てに不安や疑問を持つ子育て中の親に対する相談・援助や子育て支援に関する情報提供、

子育て及び子育て支援に関する講習等も実施します。実施にあたっては、大学生が担当教授

とともに保育の実践の場としてかかわります。 

    

③③③③児童館児童館児童館児童館におけるにおけるにおけるにおける親子館事業親子館事業親子館事業親子館事業    

地域における子育て支援の充実を図るため、児童館で午前中に親子館事業を実施します。 

 

((((3333))))総合児童総合児童総合児童総合児童センターセンターセンターセンター（（（（こべっこランドこべっこランドこべっこランドこべっこランド））））のののの運営運営運営運営    

子どもたちに文化活動や遊びの場を提供する児童健全育成事業及び、こども家庭センター

と連携し、児童の複雑・多様化する問題に対して子どもへの発達支援及び保護者に対する指

導を行う療育指導事業を実施します。 

また、子育てコーディネーターが、子育て課題に対応した地域の福祉活動の支援や児童館

の運営支援を行います。 

 

(4(4(4(4))))子子子子どもどもどもども会活動会活動会活動会活動のののの振興振興振興振興    

学校や家庭では得られない体験や異年齢交流等、子ども会活動の活性化を通じて子どもた

ちの健全育成を図るため、各区の子ども会連合会等に各種助成や支援を行うとともに、神戸

市子ども会連合会と連携して子ども会の指導者・育成者の発掘・養成・研修等を実施します。 

    

(5)(5)(5)(5)子子子子どものどものどものどもの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

    地域団体やＮＰＯ等が主に小中学生を対象に実施する、食事の提供や学習支援、地域の大

人とのふれあい・団らんの場等、放課後等に子どもたちが安心できる居場所づくりの多様な

取組を支援します。 

    

(6(6(6(6))))放課後子放課後子放課後子放課後子どもどもどもども総合総合総合総合プランのプランのプランのプランの推進推進推進推進    

①①①①放課後等放課後等放課後等放課後等のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり    

すべての児童が、安全・安心に、楽しく放課後等を過ごすとともに、多様な体験・活動を

行うことができる環境づくりを進めるため、放課後子ども総合プランの推進に取り組みます。 

 

ア．学童保育 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象とした学童保育については、児童館

や小学校内等の学童保育コーナーで実施しており、平成31年度までに、高学年児童を含む学

童保育を必要とするすべての児童を受け入れるため、質・量の拡充を計画的に進めます。 

 

【学童保育利用人数】 

平成26年度実績 9,663人 ⇒ 平成31年度目標 12,695人    
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イ．神戸っ子のびのびひろば 

小学校施設を活用した放課後の居場所づくりとして、神戸っ子のびのびひろばを地域の

方々の協力を得て、継続して実施します。また、人材の確保や研修の充実等による指導員の

スキルアップに取り組みます。 

特に、小学校区内に児童館がない場合については、地域のニーズ、当該小学校の放課後の

自由遊びや課外活動の実施状況等をふまえ、近隣児童館等と連携を図りながら神戸っ子のび

のびひろばの実施日数の拡大に取り組みます。 

 

ウ．学童保育と神戸っ子のびのびひろばの連携 

学童保育児童を含むすべての児童の放課後等の居場所づくりを進めるため、学童保育と神

戸っ子のびのびひろばの連携を進めます。 

同一の小学校内で学童保育と神戸っ子のびのびひろばを実施する場合、両事業の一体型と

して、学童保育児童を含むすべての児童が神戸っ子のびのびひろばのプログラムに参加でき

るよう取り組みを進めます。 

なお、実施にあたっては、児童館のノウハウや人材を活かすことにより、活動プログラム

の充実や責任体制の明確化を図ります。 

 

【事業量】 

平成26年度実績 （一体型）５校 ⇒ 平成31年度目標 （一体型）60校   

 

②②②②学童保育学童保育学童保育学童保育のののの開設時間延長開設時間延長開設時間延長開設時間延長のののの取組取組取組取組    

学童保育の開設時間については、保護者等の労働等の実態や利用希望を踏まえた上で、実

施体制を確保し、終了時刻を19時、長期休業中等の開始時刻を8時とするよう取組を進めま

す。 

 

③③③③こどもこどもこどもこども家庭局家庭局家庭局家庭局とととと教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの連携連携連携連携    

放課後子ども総合プランの推進にあたっては、所管局であるこども家庭局と教育委員会が、

連携会議を定期的に行う等、情報を共有し、共に取り組みます。 

学童保育、神戸っ子のびのびひろば、両事業の一体型の実施場所として、学校教育に支障

が生じない限り学校内の施設を積極的に活用します。 
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２２２２．青少年の健全育成．青少年の健全育成．青少年の健全育成．青少年の健全育成  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)青少年青少年青少年青少年のののの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくりのののの支援支援支援支援    

①①①①中高生中高生中高生中高生のののの活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点のののの運営運営運営運営    

中高生を中心とする青少年が自由に立ち寄り、サークル活動や異世代間の交流が行えるよ

う、各区に１か所あるユースプラザ等を、ＮＰＯ等との連携により運営し、青少年が自主的

な活動を通じて自分の夢や希望にチャレンジするとともに、仲間づくりや異世代交流を行う

ことができるよう支援します。  

 

②②②②地域地域地域地域によるによるによるによる青少年青少年青少年青少年のののの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業    

地域の青少年育成団体等による中高生を中心に企画・運営する行事の開催や活動の場の提

供に対して支援を行い、やりがいや達成感を味わうことで自尊感情を育み、身近な地域での

居場所を見出す取組を進めます。 

 

(2)(2)(2)(2)青少年会館青少年会館青少年会館青少年会館のののの機能充実機能充実機能充実機能充実    

①①①①青少年団体及青少年団体及青少年団体及青少年団体及びびびび青少年育成団体青少年育成団体青少年育成団体青少年育成団体へのへのへのへの支援支援支援支援    

青少年の健全育成や青少年活動の促進を目的に活動する青少年団体及び青少年育成団体が

活動を行う全市的な拠点として、登録団体の活動、結成や運営の相談等に対応するとともに、

各団体の活動を広く一般に周知するためのイベントを開催し、団体活動の活性化を図る等の支

援を行います。 

 

②②②②青少年青少年青少年青少年のののの育成機能育成機能育成機能育成機能のののの充実充実充実充実    

キャンプ等自然体験活動を中高生が自ら企画・実践する主体的な活動の支援や、会館主催

事業への青少年の参画の機会の提供、社会で必要なスキルを身につけるためのセミナーの開

催等、青少年を育成するさまざまな事業を展開します。 

 

青少年を取り巻く社会環境が変化する中、ニートやフリーター等と呼ばれる若者が多数

存在しており、若者の社会的自立に向けた取組が必要とされています。  

また、近年パソコンやスマートフォン等のインターネットを利用できる機器の普及に伴

い、有害情報の閲覧、ＳＮＳによる子どもたちの間でのトラブル、ネット依存による生活

リズムの乱れ等が問題となっている中、インターネット・リテラシー教育の必要性が高ま

っています。さらに、危険ドラッグや酒・たばこ等、社会には青少年の健全な育成を阻害

する要因が多く潜んでいます。 

未来を担う青少年が自立した社会人に成長するためには、主体的に考え行動できる力や、

他者とのふれあい等を通して得られる豊かな心、そしてコミュニケーション能力等の「生

きる力」を子どもの頃から培っておくことが重要であり、青少年が自主的に活動できる場

や機会、そして社会や地域の一員であることを実感できる機会を提供するとともに、青少

年が安全に安心して過ごすことのできる環境を整えることが必要です。 

一人ひとりの青少年が未来に希望を持ち、社会の一員として自立と自己実現が図れるよ

う、また、青少年の主体性を尊重しながら、その成長発達を援助するための施策を展開し

ていきます。 
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③③③③青少年団体青少年団体青少年団体青少年団体のののの指導者指導者指導者指導者のののの育成育成育成育成    

青少年を育成する団体における指導者間の研修や情報交換のための会合を定期的に開催

し、お互いの活動を認め合い、協力し合う体制を構築することで、今後の神戸市の青少年活

動の活性化に努めます。また、大学と連携し、教育学や社会学、心理学等の専門的な見地か

ら協力を得ることにより、指導者育成の内容の充実を図ります。 

 

((((3333))))青少年青少年青少年青少年のののの社会参画社会参画社会参画社会参画のののの推進推進推進推進    

①①①①地域団体地域団体地域団体地域団体によるによるによるによる青少年青少年青少年青少年のののの地域社会参画地域社会参画地域社会参画地域社会参画のののの働働働働きかけきかけきかけきかけ    

青少年育成協議会等の地域団体に、地域のお祭り等の行事の運営に青少年が参加し企画す

る等の機会を設けるように働きかけ、青少年の自尊感情を高めるとともに、地域社会への参

画を促進します。 

 

②②②②大学生大学生大学生大学生等等等等のののの青少年青少年青少年青少年をををを主体主体主体主体とするとするとするとする事業事業事業事業のののの実施実施実施実施    

「国際交流キャンプ」や「成人お祝いの会」等、大学生等が主体となって企画・運営する

事業に取り組むとともに、参加者が継続して事業に携わり、得た経験を他の青少年活動で生

かせる仕組みづくりにも取り組みます。 

 

③③③③「「「「こうべカタリこうべカタリこうべカタリこうべカタリ場場場場」」」」事業事業事業事業のののの実施実施実施実施    

キャリア学習の一環として、将来について考えるきっかけとするため、高校生が人生の先

輩である大学生に、進路の悩みを相談したり、大学での体験談を聞いたりする機会を提供し

ます。 

 

④④④④インターンシップのインターンシップのインターンシップのインターンシップの推進推進推進推進    

職場体験・インターンシップを全日制及び定時制高校全校で行い、職業意識の形成を図り

ます。 

    

(4)(4)(4)(4)課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えたえたえたえた青少年青少年青少年青少年・・・・若者若者若者若者のののの自立支援自立支援自立支援自立支援    

①①①①こうべこうべこうべこうべ若者若者若者若者サポートステーションサポートステーションサポートステーションサポートステーションのののの運営支援運営支援運営支援運営支援のののの充実充実充実充実    

ニートやひきこもりをはじめとした、就労や社会とのつながりを築くことに課題を抱える

15歳から39歳までの若者を対象に、一人ひとりの状態や状況に応じた、きめ細かな支援を実

施するため、地域若者サポートステーション事業の個別相談等に加え、臨床心理士等による

心理カウンセリングや就労体験プログラム等の実施、保護者を対象としたセミナーの開催、

学校との連携による支援等、「こうべ若者サポートステーション」の運営を充実するための

支援を行い、就業を支援し、社会参加を促します。 

 

②②②②卒業者卒業者卒業者卒業者によるによるによるによるこうべこうべこうべこうべ若者若者若者若者サポサポサポサポートートートートステステステステーションーションーションーションへのへのへのへの参画参画参画参画    

 こうべ若者サポートステーションを利用し、就労がかなった卒業者に、自らの体験談を披

露してもらう機会の提供や、こうべ若者サポートステーションのプログラムに助言できる仕

組みづくりについて検討を行います。 
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③③③③適応指導教室適応指導教室適応指導教室適応指導教室（（（（くすのきくすのきくすのきくすのき教室教室教室教室））））のののの設置設置設置設置    

不登校生の適応指導教室である「くすのき教室」に通級する児童生徒の学校生活への復帰

を支援します。 

 

④④④④すこやかフレンドのすこやかフレンドのすこやかフレンドのすこやかフレンドの配置配置配置配置    

適応指導教室（くすのき教室）に、児童生徒と年齢が近く、不登校の解消に理解と情熱を

有する大学生等を相談員として配置し、学習補助や会話等児童生徒とのふれあいを通して心

を開き、通級や学校復帰への支援を行います。 

    

((((5555))))体験体験体験体験・・・・交流活動等交流活動等交流活動等交流活動等のののの場場場場づづづづくりくりくりくりのののの推進推進推進推進    

①①①①青少年青少年青少年青少年のののの国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業のののの実施実施実施実施    

国際的視野と感覚を養うとともに、市民交流を深めるため、姉妹都市等の青少年との交流

を行います。また、異文化交流を行うため、市内小学校の高学年児童と外国人学校児童との

交流キャンプを実施します。 

 

②②②②自然体験自然体験自然体験自然体験プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの充実充実充実充実    

洞川教育キャンプ場を活用し、青少年の健全育成を目的とした自然体験プログラムを企画

実施します。また、自然の家や神出自然教育園等を活用することで、小中学校における自然

体験を充実します。 

 

③③③③環境体験事業環境体験事業環境体験事業環境体験事業のののの実施実施実施実施    

小学校３年生を対象に、直接自然に触れる体験を通して、生命の大切さや不思議を実感し、

自然を大切にする心情を育てる環境体験学習を全小学校で実施します。 

    

((((6666))))青少年青少年青少年青少年のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保    

①①①①見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    

地域における子どもたちの安全を確保するために、青少年育成協議会支部やＰＴＡ、老人

会、婦人会等の地域団体が、学校や警察等の関係機関と連携・協力し、登下校時における見

守り活動や夜間パトロールを実施します。 

また、あいさつをきっかけに地域コミュニティの活性化を図るとともに、安全・安心なま

ちづくりに繋げる地域活動として「スマイルハートあいさつ運動」等の地域の取組への支援

を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境づくりに努めます。 

 

②②②②「「「「こどもこどもこどもこども１１０１１０１１０１１０番番番番    青少年青少年青少年青少年をををを守守守守るるるる店店店店・・・・守守守守るるるる家家家家・・・・守守守守るるるる車車車車」」」」のののの展開展開展開展開    

子どもたちが安心して安全に生活できるよう、地域で協力していただける店舗・民家、ま

た市や民間事業者の車両に「こども１１０番」のステッカーを貼り、地域が一体となって子

どもたちの見守りや保護等を行います。 

さらに、「地域みはり番（イエローフラッグ）」制度を実施することで、取組を推進してい

きます。 
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③③③③防犯防犯防犯防犯ブザーのブザーのブザーのブザーの貸与貸与貸与貸与のののの実施実施実施実施    

新１年生及び転校生に防犯ブザーを貸与します。 

 

④④④④各学校園各学校園各学校園各学校園でのでのでのでの防犯学習防犯学習防犯学習防犯学習のののの充実充実充実充実    

全小中学校で、児童生徒を対象に「実践的な防犯教室」を実施し、登下校時や外出時の注

意事項、不審者への対処法等校外での安全指導の充実に努めます。 

    

((((7777))))家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域・・・・学校学校学校学校のののの協働協働協働協働・・・・連携連携連携連携のののの強化強化強化強化    

①①①①青少年育成市民運動青少年育成市民運動青少年育成市民運動青少年育成市民運動のののの推進推進推進推進    

青少年の健全育成を市民すべての取組とし、市民意識の啓発・高揚を図るため、青少年育

成市民運動強調期間（夏季・冬季・春季）を設け、地区青少年育成協議会及び青少年育成協

議会支部を中心に、各区の主要拠点で街頭活動等の青少年育成キャンペーンを全市展開し、

地域の大人が自分の地域の子どもたちを育てるという理念の共有化を図ります。 

 

②②②②神戸神戸神戸神戸っっっっ子応援団子応援団子応援団子応援団のののの推進推進推進推進    

 家庭・地域・学校・行政が一体となって、中学校区を単位として、小学校１年生から中学

校３年生までの９年間を通して、地域ぐるみで子どもたちの健やかな育ちを応援する取組を

推進します。 

    

③③③③子子子子どもたちとのどもたちとのどもたちとのどもたちとの「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあい」」」」のののの機会機会機会機会のののの推進推進推進推進    

 地域の夏祭りや野外活動等において、子どもたちがさまざまな体験ができるように、積極

的に役割を与える等、地域行事に参加する機会を設け、地域の大人と子どもたちとの「ふれ

あい」の機会を増やし、地域ぐるみで子どもたちの健全育成と地域社会への参画に取り組む

機運を高めます。 

 

④④④④「「「「家族家族家族家族がががが熱熱熱熱いいいい一週間一週間一週間一週間」」」」事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

年間を通じて家族を見つめ直す機会や家族と家族、地域の方々とのふれあいが増えること

を目指したキャンペーン活動を、夏休みと国の定める11 月の「家族の週間」を重点期間と

し、ＰＴＡ、自治会、婦人会、青少年育成協議会等の地域団体、事業者、学校園等の協力を

得ながら充実します。 

 

⑤⑤⑤⑤あいさつあいさつあいさつあいさつ運動等運動等運動等運動等のののの推進推進推進推進    

青少年育成協議会が学校・ＰＴＡ・神戸っ子応援団・地域諸団体と連携して取り組んでい

る「スマイルハートあいさつ運動」や、ＰＴＡ を中心に「あいさつ・手伝い運動」「早寝・

早起き・朝ごはん」を推進し、各種活動を通して、地域ぐるみの子どもの育成と親のマナー

啓発を含めた生活習慣の向上に努めます。 

 

⑥⑥⑥⑥ゲストティーチャー・ゲストティーチャー・ゲストティーチャー・ゲストティーチャー・市民専門講師制度市民専門講師制度市民専門講師制度市民専門講師制度のののの実施実施実施実施    

 地域の人材を招き、専門的な知識・技能や生活の知恵等を子どもたちに教えることにより、

子どもたちの学習意欲を高めます。 
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⑦⑦⑦⑦ふれあいふれあいふれあいふれあい懇話会懇話会懇話会懇話会のののの運営運営運営運営    

 全中学校区単位で、学校・家庭・地域関係者が連携してふれあい懇話会を運営し、「あい

さつ・手伝い運動」「いじめ防止小中地域会議」等、児童生徒の健全育成を図るための取組

を行います。 

    

((((8888))))ネットネットネットネット社会社会社会社会へのへのへのへの対応対応対応対応    

①①①①青少年情報活用能力育成事業青少年情報活用能力育成事業青少年情報活用能力育成事業青少年情報活用能力育成事業のののの推進推進推進推進    

青少年がスマートフォンやパソコンによるインターネットの使い方について正しい知識

を学び、ネット上で得た情報を正しく理解・取捨選択し、活用することができる能力（イン

ターネット・リテラシー）を身に付け、情報メディアを有効に活用し、安全・安心にインタ

ーネット利用ができるように、地域におけるメディア学習会の開催支援や外部講師によるセ

ミナーを実施し、インターネット・リテラシーの醸成を図ります。 

また、青少年の保護者に対してもフィルタリング機能の設定や利用にあたってのルール作

り等の必要性について啓発に取り組み、有害情報の閲覧やネット依存の防止に努めます。 

 

②②②②学校園学校園学校園学校園におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報モラルモラルモラルモラル教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

子どもたちの情報活用能力の向上のため、発達段階に合わせたインターネットの使い方や

情報モラルの啓発等を行います。 

 

③③③③ネットいじめネットいじめネットいじめネットいじめ防止防止防止防止プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの実施実施実施実施    

インターネットやスマートフォン等を通じて行われるいじめへの対策として、これら通信

手段の適切な使用方法や情報モラルについて指導を行うために、大学・警察等と連携し、指

導案の作成や小学校への講師派遣を行います。 

 

④④④④学校学校学校学校ネットパトロールのネットパトロールのネットパトロールのネットパトロールの実施実施実施実施    

インターネット等を通じて行われるいじめやネットトラブルへの対策として、定期的に専

門業者による学校ネットパトロールを実施し、緊急対応や書き込みの削除依頼等を行います。 

    

((((9999))))    非行非行非行非行・・・・犯罪防止犯罪防止犯罪防止犯罪防止のためののためののためののための活動支援活動支援活動支援活動支援・・・・啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    

①①①①有害環境有害環境有害環境有害環境対策対策対策対策のののの推進推進推進推進    

青少年を取り巻く有害環境の現状や対策の必要性等について幅広く啓発するとともに、青

少年をはじめ、地域の方々や警察、学校等関係機関と連携する等、地域ぐるみの環境浄化運

動を積極的に展開し、青少年の規範意識を醸成し、誘惑に負けない強い意思を持った青少年

を育むとともに、問題が生じた場合の相談窓口の周知に努めます。 

    

②②②②薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策薬物乱用防止対策のののの地域啓発地域啓発地域啓発地域啓発のののの実施実施実施実施    

青少年の薬物乱用防止のため、地域での街頭キャンペーンや、学校と地域が連携して講習

会等を開催するとともに、地域で実施される薬物乱用防止教室やイベントへの職員の派遣、

啓発資材の提供を行います。 
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③③③③薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用・・・・非行防止教室非行防止教室非行防止教室非行防止教室のののの実施実施実施実施    

休日や連休前、長期休業前に非行防止教室や薬物乱用防止教室等を開催し、各校の課題に

合わせた重点的な指導を実施します。また、中学校・高等学校では、学期に１～２回程度、

教育相談週間を設定する等、子どもたちのＳＯＳをキャッチするために相談の機会を設けま

す。担任と子どもたちの個別相談の時間を確保し、心のケアを行います。 
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１１１１....質の高い教育・保育の総合的な提供及び多様な質の高い教育・保育の総合的な提供及び多様な質の高い教育・保育の総合的な提供及び多様な質の高い教育・保育の総合的な提供及び多様な地域地域地域地域子育て支援事業の推進子育て支援事業の推進子育て支援事業の推進子育て支援事業の推進    

 

 

 

 

 

 

 

(1(1(1(1))))質質質質のののの高高高高いいいい教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの提供提供提供提供    

幼児期の教育・保育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることを踏まえ、

大きな役割を担う教育・保育施設及び地域型保育において、質の高い教育・保育を提供しま

す。 

①①①①施設型給付施設型給付施設型給付施設型給付・・・・地域型保育給付等地域型保育給付等地域型保育給付等地域型保育給付等    

認定こども園・幼稚園・保育所等の教育・保育施設や小規模保育等の地域型保育を利用す

る保護者に対し給付等を行い、質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供を行うとともに、

保護者の就労形態の多様化等に伴い生じる保育ニーズに対応するため、多様な子育て支援事

業を実施します。 

 

②②②②認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園のののの普及普及普及普及    

認定こども園が、幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況及びその変化等

によらず柔軟に子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、その普及に努めるととも

に、様々な媒体や機会を通じて周知を図ります。 

 

③③③③幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭・・・・保育士保育士保育士保育士のののの資質資質資質資質のののの向上及向上及向上及向上及びびびび人材人材人材人材のののの確保確保確保確保    

幼稚園教諭・保育士には、より一層の資質向上が求められていることから、研修の充実等

必要な支援を行うとともに、公私幼保が一体となって「幼保連携型認定こども園教育・保育

要領」の神戸市版を作成し、教育・保育内容の充実に努めます。  

また、幼稚園教諭・保育士確保のため処遇改善や環境整備を進めるとともに、潜在幼稚園

教諭・保育士の掘り起しや、市内養成校との連携による市内施設への就職促進等を図ります。 

併せて、子育て中の保護者に対する情報提供や相談をはじめとする認定こども園や幼稚

園・保育所での地域子育て支援事業を通じて、いわゆる「親育ち」の過程を支援していくこ

とにも努めます。 

 

 

 

 

 

 

第第第第 3333 章章章章    仕事仕事仕事仕事とととと子育子育子育子育てのてのてのての両立両立両立両立支援支援支援支援 

子どもや子育て家庭を社会全体で支援することを目的として、平成 27 年 4 月より「子ども・子

育て支援新制度」が施行され、子ども・子育て支援のさらなる質・量の充実、地域の実情に応じた

子育て支援体制の確保等に取り組むこととされています。また、「神戸市子ども・子育て会議」で

の議論を踏まえ、平成 27 年 3 月に策定した「神戸市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、平

成 29 年度末までに待機児童の解消を目指します。 
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④④④④幼児期幼児期幼児期幼児期におけるにおけるにおけるにおける切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの提供提供提供提供    

豊かな人間性や生きる力の基礎を培い、発達や学びの連続性を踏まえた幼児期の教育・保

育を推進するため、教育・保育施設及び地域型保育を行う者の相互の連携や、認定こども園、

幼稚園及び保育所と小学校等との連携の促進を図ります。具体的には、公私幼保の関係者で

構成する「幼児教育連絡会」等による幼稚園教諭と保育士の合同研修の実施や「豊かな心育

成連携プログラム事業」等、幼児教育と小学校教育相互の教育内容の共通理解や指導法の共

有化について情報交換や協議等を行い、幼児期の育ちが就学後の生活や学びへとつながるよ

う「アプローチカリキュラム」の作成・周知を行う等、小学校との連続性の確保に努めます。 

 

((((2222))))待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消    

「神戸市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、教育・保育施設の整備や、幼稚園の認定

こども園への移行、小規模保育の拡充等により、潜在的な保育需要を踏まえた受入枠の拡大を

行い、平成29年度末までに待機児童の解消を目指します。 

 

【教育・保育施設等の利用定員】 

平成27年4月1日実績 24,569人 ⇒ 平成30年4月1日目標 26,195人    

 

((((3333))))多様多様多様多様なななな地域地域地域地域子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの推進推進推進推進    

①①①①保育保育保育保育サービスコーディネーターサービスコーディネーターサービスコーディネーターサービスコーディネーター    

きめ細やかな利用者支援を推進するため、専任の職員（保育サービスコーディネーター）

を各区役所・北須磨支所・北神保健福祉課に配置し、子どもの保育を希望する家庭の相談に

応じ、個々の状況に合った保育サービスの情報を提供する取組を進めます。 

【具体的な業務内容】 

ア．区役所の窓口等での相談受付・保育サービス案内 

イ．保育サービスに関する情報集約 

ウ．保育利用入所保留児童等のフォロー 等 

    

②②②②延長保育延長保育延長保育延長保育    

保護者の就労形態の多様化や通勤時間の長時間化等により、通常保育時間内に送迎ができ

ない場合等に対応するため、認定こども園・保育所・小規模保育等の整備箇所数に応じて、

延長保育の実施箇所数の増加を図ります。 

 

【延長保育実利用人数】 

平成26年度実績 5,008人 ⇒ 平成31年度目標 6,047人    

 

③③③③一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり    

・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園におけるにおけるにおけるにおける預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育    

幼稚園において、保護者の多様な保育ニーズに対応するため、通常の教育時間の前後や、

土曜日、長期休業日にも希望する在園児の預かりを実施します。 

また、近隣の未就園児とその保護者を対象に、園庭・園舎等を開放し、幼稚園教育を体

験してもらう「みんなの幼稚園事業」も併せて実施します。 
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・・・・一時保育一時保育一時保育一時保育    

多様な就労形態や傷病等の緊急時、育児負担の軽減(リフレッシュ）等に対応し、在宅で

育児している家庭を含めたすべての子育て家庭への支援を図るため一時保育を実施します。 

今後、認定こども園・保育所の整備箇所数に応じて、実施箇所数の増加を図るとともに、

幼稚園の実情を踏まえつつ、協力を得て、在園児以外の一時預かりの実施に取り組みます。 

また、小規模保育や事業所内保育においても、保育所等の補完的な役割として一時保育

の実施を段階的に拡充していくとともに、ファミリー・サポート・センター事業等でも受

け入れます。 

 

【一時預かり利用人数】 

平成26年度実績 748,167人 ⇒ 平成31年度目標 809,965人    

 

④④④④子育子育子育子育てリフレッシュステイてリフレッシュステイてリフレッシュステイてリフレッシュステイ    

保護者やその家族が病気等で困っているとき、急な出張や冠婚葬祭等のとき、講座、ボラ

ンティア活動に参加したいとき、育児疲れや看病疲れをリフレッシュしたいとき等に、児童

養護施設等で子どもを預かることにより、子育ての負担軽減を図ります。 

 

【子育てリフレッシュステイ利用日数】 

（ショートステイ）平成26年度実績 3,450日 ⇒ 平成31年度目標 5,068日    

（デイサービス） 平成26年度実績 4,517日 ⇒ 平成31年度目標 6,112日    

 

⑤⑤⑤⑤ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・サポートサポートサポートサポート・・・・センターセンターセンターセンター    

地域における相互援助活動として、子育ての応援をしてほしい人（依頼会員）と子育ての

応援をしたい人（協力会員）をマッチング（依頼に対する協力会員の紹介）することで地域

人材の活用を図りながら、仕事と子育ての両立を支援します。 

今後は、協力会員等養成講習の充実（土曜日や出張での実施）や積極的な広報活動等を通

じて、地域の方々がより参画しやすい取組を進めるとともに、協力会員・両方会員のさらな

る増加やマッチング件数の拡大に努め、増大するニーズに対応できる制度とします。 

 

【ファミリー・サポート・センター週あたりの活動件数】 

平成26年度実績 109件 ⇒ 平成31年度目標 880件    

 

⑥⑥⑥⑥病児病児病児病児保育保育保育保育    

小学生以下の児童が病気等で、他の児童との集団生活が困難な時期に、やむを得ない事由

により自宅での保育が困難な場合に、当該児童を病院・診療所に併設された専用スペースで

一時的な保育を行います。 

今後の整備については、地域バランスも考慮しながら、医療機関併設型による施設整備を

行うとともに、広報に努め、制度の周知を図ります。 

 

【病児保育利用人数】 

平成26年度実績 11,750人 ⇒ 平成31年度目標 22,980人     
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２．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組２．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組２．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組２．ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組     

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)    男性中心型労働慣行男性中心型労働慣行男性中心型労働慣行男性中心型労働慣行のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関するするするする啓発啓発啓発啓発のののの実施実施実施実施    

ワーク・ライフ・バランスの実現を阻害している長時間労働等のいわゆる男性中心型労働

慣行が見直されるよう、表彰制度や事業所訪問等により企業等に対する啓発を実施するとと

もに、市が率先している姿勢を示すために、市職員のワーク・ライフ・バランスの推進にも

取り組んでいきます。 

また、市民や事業者との協働によるワーク・ライフ・バランスの実現を目指すために、地

域・職域団体や経済団体等及び有識者により構成される「神戸市男女共同参画推進会議」と

の協働により、取組を進めていきます。 

    

(2)(2)(2)(2)    女性女性女性女性のののの就労就労就労就労またまたまたまたはははは再就労及再就労及再就労及再就労及びびびび活躍活躍活躍活躍にににに関関関関するするするする啓発啓発啓発啓発のののの実施実施実施実施    

平成27年8月に「女性の就業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が

成立したことを受けて、就労または再就労を希望する女性に対して支援をするほか、女性が

妊娠や子育てを理由として不本意に離職することなく働き続けられるよう、また、子育てと

両立しながら活躍できるよう企業等に対する啓発等を実施します。 

        

仕事と子育ての両立のためには、ワーク・ライフ・バランスの実現が不可欠です。ワーク・ライ

フ・バランス社会が実現し、仕事と子育てを両立しやすくなれば、非就労者の就労したいという希

望の実現や働く人の仕事への満足度が高まることにつながるものと考えられます。 

だれもが希望するかたちでいきいきと働くことができるようになれば、企業の業績向上、さらに

は、神戸経済の活性化につながることも期待されます。 
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１．１．１．１．確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)個個個個にににに応応応応じたじたじたじた指導指導指導指導のののの推進推進推進推進    

学校生活の基盤となる学級の安定とともに学習や生活のルール・マナーを確立し、同室複

数指導・少人数指導・小学校での教科担任制・習熟度別指導・補充学習等、これまで実践さ

れてきた指導方法を効果的に取り入れ、一人ひとりの課題に応じたよりきめ細やかな指導を

行います。 

    

(2)(2)(2)(2)学力学力学力学力のののの定着状況及定着状況及定着状況及定着状況及びびびび学習意識学習意識学習意識学習意識・・・・生活実態生活実態生活実態生活実態のののの把握把握把握把握とととと検証検証検証検証・・・・改善改善改善改善    

各学校は、全国学力・学習状況調査並びに神戸市学力定着度調査等の学力調査の結果を活

用し、児童生徒一人ひとりの学力の状況や学習意識・生活実態を把握するとともに、課題に

即した推進計画の策定及びPDCAサイクルによる検証と改善を図ります。 

 

((((3333))))「「「「分分分分かるかるかるかる授業授業授業授業」」」」からからからから「「「「力力力力のつくのつくのつくのつく授業授業授業授業」」」」へへへへ    

確かな学力の育成に向けて、「個に応じた指導の充実」、「授業の内容・質の向上」、「学校

のチーム力の向上」を新たな３本柱とし、「分かる授業推進プラン」で培われてきた成果を

発展的に継承した「力のつく授業推進プラン」に基づいた取組を進めます。 

 

((((4444))))「「「「読読読読んでんでんでんで    考考考考えてえてえてえて    まとめながらまとめながらまとめながらまとめながら    書書書書くくくく」」」」活動活動活動活動のののの推進推進推進推進    

思考力・判断力・表現力等の効果的な育成に向け、「ことばひろがる よみときブック」、

「神戸まとめの達人」（資料集）等市独自開発教材の活用を一層推進するとともに、各教科

等を通じて「読んで 考えて まとめながら 書く」活動を取り入れ、言語活動の充実を図り

ます。 

 

 

 

 

 

第第第第 4444 章章章章    教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実 

子どもたち一人一人の自立に向けた力を伸ばすため、一人一人に応じたきめ細やかな指導の充実

を図り、確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成に取り組みます。 

 

○確かな学力の育成・・・児童生徒に基礎的・基本的な知識・技能と思考力・判断力・表現力

等、主体的に学習に取り組む態度等の確かな学力を身に付けさせるため、分かる授業の一層

の推進が必要である。 

○豊かな心の育成・・・子どもたちの豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、他者への思

いやりの気持ち等をはぐくみ、良き「社会の形成者」としての資質を育成するため、道徳教

育、人権教育、児童生徒による自主的活動の推進が必要である。 

○健やかな体の育成・・・子どもたちが健康で充実した生活を過ごせるよう、保健体育、食育、

生活習慣の向上等に、家庭・地域・学校等が連携して取り組む必要がある。 
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((((5555))))読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進    

学校図書館機能の強化のため、小中学校への学校司書の配置、学校図書館の整備、学校図

書館を活用した授業を充実させることで、児童生徒の豊かな心と確かな学力を育みます。ま

た、朝の読書活動や読み聞かせ、読書週間行事等を通じて、読書意欲の向上や読書の習慣化

を図ります。 

さらに、「第３次神戸市子供読書活動推進計画」に基づいて、市立図書館を中心に学校園

や児童館等が子どものライフステージに応じた読書活動を推進するとともに、ボランティア

等子どもの読書を支える大人に対する取組を行います。 

 

((((6666))))国際都市神戸国際都市神戸国際都市神戸国際都市神戸としてのとしてのとしてのとしての英語教育英語教育英語教育英語教育のののの推進推進推進推進    

「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」に示された小学校における英語教育の

早期化・教科化、中学校における英語教育の高度化等、新たな英語教育の円滑な導入に向け、

「国際都市 神戸の英語教育を考える懇話会」での提言（平成27年3月）を受け小・中学校（９

年間）を見通した英語教育の構築・実施を目指します。 

 

((((7777))))こうべっこうべっこうべっこうべっ子豊子豊子豊子豊かなかなかなかな心育成心育成心育成心育成プランにプランにプランにプランに基基基基づいたづいたづいたづいた教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

「こうべっ子豊かな心育成プラン」に基づき、道徳教育や様々な体験活動・自主的活動を

通して、子どもたちの規範意識の向上や命を大切にする教育等を推進し、子どもたちの豊か

な心を育みます。 

 

    ((((8888))))震災震災震災震災21212121年目年目年目年目からのからのからのからの防災教育防災教育防災教育防災教育    

幼児・児童生徒一人ひとりが、自らの命を自分で守るために必要な知識と技術を身に付け

るだけでなく、震災の記憶や教訓を語り継いでいくことができる神戸市民の育成を図ります。 

また、東南海・南海地震に備え、防災福祉コミュニティをはじめとした地域の組織との連

携を図りながら防災学習を推進します。 

 

((((9999))))命命命命をををを大切大切大切大切にするにするにするにする教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

命の尊さを実感できるような体験活動や幼児・児童生徒個々の発達の段階に応じた命の学

習によって、生きる喜びを実感としてとらえる豊かな人間性を育みます。 

 

((((10101010))))いじめいじめいじめいじめ未然防止未然防止未然防止未然防止・・・・早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期対応対策早期対応対策早期対応対策早期対応対策のののの充実充実充実充実    

「いじめ防止対策推進法」に基づき、本市が策定した「神戸市いじめ防止基本方針」、各

学校が策定した「学校いじめ防止基本方針」に沿って、いじめの未然防止を中心に、組織的

な取組を一層推進します。各学校では、既に設置されている「校内いじめ問題対策委員会」

の機能をさらに充実させ、いじめの未然防止と、認知事案についての解消率100%を目指しま

す。 
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((((11)11)11)11)相談及相談及相談及相談及びびびび支援体制支援体制支援体制支援体制のののの充実充実充実充実によるによるによるによる不登校不登校不登校不登校のののの未然防止未然防止未然防止未然防止    

児童生徒及びその保護者の心のケアを図り、いじめや不登校のない安心な学校づくりを進

めるため、スクールカウンセラーの配置拡充を行います。 

不登校等の学校への不適応を示している児童生徒及びその保護者に対し、児童生徒の状況

に応じたよりきめ細かな対応を行います。また、保護者支援のため、児童生徒の不適応の理

解と早期対応に関する専門家の講演会等を開催します。 

 

((((12121212))))地域地域地域地域やややや関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる不登校不登校不登校不登校・・・・問題行動問題行動問題行動問題行動、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待へのへのへのへの対応対応対応対応    

学校だけでは解決困難な、子どもの健全な成長を阻害する環境の改善を支援し、いじめや

不登校の早期発見・早期対応のため、学校、家庭、地域及び関係機関の支援ネットワークを

築く福祉の専門家「スクールソーシャルワーカー」を配置・活用します。 

 

((((13131313))))「「「「全国体力全国体力全国体力全国体力・・・・運動能力運動能力運動能力運動能力、、、、運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした体力向上体力向上体力向上体力向上へのへのへのへの取組取組取組取組    

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」（小5、中2）、「こうべっ子チャレンジ！新体力

テスト」（小4・6）、「神戸スポーツテスト」（中1・3）を実施するとともにこれらの結果を活

用し、学校体育の授業の改善、体力アップにつながる体育の授業時間以外での取組、全教育

活動を通じた体力向上の取組、少年団活動や神戸総合型地域スポーツクラブへの参加の奨励、

家庭との連携等、児童・生徒の体力向上の取組を継続します。 

 

((((14141414))))発達段階発達段階発達段階発達段階にににに応応応応じたじたじたじた食育食育食育食育のののの推進推進推進推進とととと情報発信情報発信情報発信情報発信    

学校では、学校給食を「生きた教材」として活用するとともに、食に関する指導体制や「食

に関する指導の全体計画」を整備し、計画的かつ組織的に教育活動全体で食育を推進します。

また、食育の内容を学校だより、食育（給食）だより、神戸市のホームページ等を通じて、

家庭へ情報発信します。 

 

((((15151515))))保健教育保健教育保健教育保健教育のののの推進推進推進推進    

学校、家庭、地域が連携する等、実態に応じた方法や形態で子どもたちの健康課題の解決

を図ります。 
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２２２２．．．．特別支援教育の充実特別支援教育の充実特別支援教育の充実特別支援教育の充実     

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)域内域内域内域内のののの教育資源教育資源教育資源教育資源のののの活用活用活用活用・・・・関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる幼児幼児幼児幼児・・・・児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒へのへのへのへの一層一層一層一層のののの支援支援支援支援    

こうべ学びの支援センター、通級指導教室を、有効に活用することにより、各学校園が「個

別の指導計画」を作成して、幼児や通常の学級に在籍する児童生徒に対して支援を行います。 

特別支援学校のセンター的機能を充実させることにより、特別支援学級を中心に、幼児・

児童生徒に対する教育相談・巡回指導等を行います。 

 

((((2222))))一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとりのののの発達発達発達発達にににに応応応応じたじたじたじた特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校でのでのでのでの自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組    

一人ひとりの発達に応じた適切な指導や支援の充実に向けて、特別支援学校における指導

体制の拡充を図るとともに、医療、福祉、労働等の関係機関と連携の推進を図ります。 

 

 

３３３３．．．．幼児教育の充実幼児教育の充実幼児教育の充実幼児教育の充実     

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)「「「「子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援新制度支援新制度支援新制度支援新制度」」」」をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの充実充実充実充実    

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供ができるよう、幼保連携型認定こども園教育・保

育要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針、に基づき地域の「子ども・子育て支援の充実」

に取り組み、認定こども園、幼稚園、保育所づくりを推進します。 

教育委員会では、幼稚園教育要領に基づいて、基本的な生活習慣の形成、健康な心と体づ

くりの推進、幼保小の連携、絵本等とのふれあいの推進等を柱とし、特色ある幼稚園づくり

を進めます。  

幼児の生活や遊びという直接的・具体的な体験を通して、人とかかわる力や思考力、感性

や表現する力等をはぐくみ、社会とかかわる人として生きていくための基礎を培います。 

 

(2(2(2(2))))「「「「神戸神戸神戸神戸つばめプロジェクトつばめプロジェクトつばめプロジェクトつばめプロジェクト」」」」によるによるによるによる幼保小連携等幼保小連携等幼保小連携等幼保小連携等のののの推進推進推進推進    

インクルーシブ教育の推進や、道徳性や規範意識の醸成等を図り、幼保小の連携をさらに

進めるため、「神戸つばめプロジェクト（各部局が連携し、体系的教育を組織的に行うため

の幼保小連携推進の取組）」により、私立を含めた認定こども園、幼稚園、保育所、小学校

との情報交換や連携を図ります。 

 

 

 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための動向を踏まえ、多様な学びの

場を提供して共に学ぶ環境を整え、域内の教育資源を効果的に活用することにより、一人ひとりの

教育的ニーズに応じた特別支援教育を充実する必要があります。 

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期における教育の重要性を踏まえ、「子ども・子育て支

援新制度」のもと、質の高い幼児教育の提供とともに、規範意識の醸成、幼保小の連携、家庭教育

への支援等を推進する必要があります。 
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４．安全・安心な学校づくりに向けた環境整備４．安全・安心な学校づくりに向けた環境整備４．安全・安心な学校づくりに向けた環境整備４．安全・安心な学校づくりに向けた環境整備     

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)学校園施設学校園施設学校園施設学校園施設のののの老朽改修老朽改修老朽改修老朽改修によるによるによるによる長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化    

学校園施設の計画的な保全整備を行い、長寿命化を図ることにより、ライフサイクルコス

トの縮減と経費の平準化を図ります。建築後30年以上を経過した改修が必要な学校園施設を

中心に大規模な老朽改修を実施します。 

 

(2)(2)(2)(2)防犯教育防犯教育防犯教育防犯教育のののの実施実施実施実施    

子どもたちの防犯意識を高め、危険予測や危険回避の力を育てることを目的とした、学習

教材「防犯チェックシート」を活用する等、子どもたちの防犯意識の向上を図ります。また、

保護者向け解説資料を家庭において活用し、子どもとともに防犯について考える機会を持つ

よう、学校から保護者へ働きかけます。 

 

(3)(3)(3)(3)防災体制防災体制防災体制防災体制のののの充実充実充実充実    

全学校園の防災教育担当者を対象に防災教育担当者研修会を開催する等、防災に関する重

要事項等を周知します。 

 

(4)(4)(4)(4)学校園適正規模化学校園適正規模化学校園適正規模化学校園適正規模化のののの推進推進推進推進    

将来に向けて急激な少子化の進展が見込まれるなか、子どもたちに対する教育面に及ぼす

影響等を考慮し、一層の学校園の適正規模化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちが安全に、安心して、快適な学校生活を送ることができるよう、ハードとソフトの両

面で必要な教育環境づくりを推進します。 
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１１１１．児童虐待防止対策の充実．児童虐待防止対策の充実．児童虐待防止対策の充実．児童虐待防止対策の充実     

 

 

 

 

 

  

 

((((1111))))発生予防発生予防発生予防発生予防のためののためののためののための事業事業事業事業のののの充実充実充実充実    

①①①①広報広報広報広報・・・・啓発啓発啓発啓発    

子育て市民講座や児童委員等への研修、シンボルマークである「オレンジリボン」を通じ

て広く市民へ児童虐待のサインや通告方法等の周知キャンペーンを実施するほか、区役所に

おいて電子番号案内表示機を活用した広報を行う等、年間を通じた児童虐待防止の啓発を行

います。 

    

②②②②地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの子育子育子育子育てててて支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備    

地域の子育て支援関係機関からなるネットワーク連絡会を開催し、各区の子育て支援体制

についての検討や情報共有を図ります。また、子育てボランティア・主任児童委員等地域の

子育てに関わる人材の養成等を行います。 

 

③③③③児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援センターセンターセンターセンター    

地域で虐待・障がい・不登校等、多様な子育て相談に対応するとともに、講座や講演会を

開催し、地域や家庭の子育て支援を行います。 

また、こども家庭センターや区役所等の関係機関と連携し児童虐待の未然防止に努めます。 

 

((((2222) ) ) ) 早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・対応対応対応対応のののの徹底徹底徹底徹底    

①①①①児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止110110110110番番番番    

子育ての悩みや虐待に関する電話相談（すこやかテレフォン０１４５
お ー い よ い こ

）を実施し、必要な

助言指導を行います。 

 

②②②②児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの電話相談電話相談電話相談電話相談    

深夜・休日にかかわらず起こる児童虐待の防止を図るため24時間、365日電話相談を実施

し、子育てについての相談体制を強化します。平成27年7月より、迷うことなく通告・相談

できるよう、３桁の番号「１８９
い ち は や く

」での運用を開始しており、今後も周知に努めていきます。 

 

 

 

    

    

第第第第 5555 章章章章    特特特特にににに支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな子子子子ども・ども・ども・ども・家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの対応対応対応対応 

児童虐待に関するこども家庭センターへの相談件数は近年増加傾向を示していることから、児童

虐待を防止するため、早期発見・早期対応を図り、迅速かつ的確な対応のできる体制づくりの強化

に努めます。 

また、増大する相談に適切に対応するため、児童虐待に関する専任の係（家庭支援係）を持つこ

ども家庭センターと、地域における身近な育児相談窓口として各区に設置している「こども家庭支

援室」とが連携し、虐待への対応や早期発見、未然・再発防止に取り組みます。 
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(3(3(3(3))))こどもこどもこどもこども家庭支援室家庭支援室家庭支援室家庭支援室のののの充実充実充実充実    

保健・医療・福祉の関係機関との連携強化を図り、児童虐待の早期発見・早期対応・その

防止を目的としたプロジェクト組織として、各区・支所に設置している「こども家庭支援室」

において、虐待や虐待の疑いに関する相談をはじめ、妊娠期・出産期・乳幼児期・学童期・

思春期の子育て相談に対応します。また、専門機関であるこども家庭センターや、地域の認

定こども園、幼稚園、保育所、学校、医療機関等関係機関、こどもサポーター（主任児童委

員）と連携し、支援の方向性等共通認識を深め、切れ目のない支援を実施します。 

①①①①通告通告通告通告・・・・相談受理対応相談受理対応相談受理対応相談受理対応    

各区・支所にこども家庭支援室専用電話を設置し、通告・相談に応じ、必要時には訪問等

の支援を行います。 

        

②②②②保護者支援保護者支援保護者支援保護者支援    

親子関係が適切に築けない、不安が高い親を対象とした親支援グループ療法や個別カウン

セリングを実施し、育てにくさや親子関係に悩んでいる保護者への支援を行うことで虐待の

未然防止に努めます。    

    

③③③③養育支援養育支援養育支援養育支援ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業（（（（P23P23P23P23再掲再掲再掲再掲））））    

    

(4(4(4(4))))こどもこどもこどもこども家庭家庭家庭家庭センターにセンターにセンターにセンターにおけるおけるおけるおける専門的支援専門的支援専門的支援専門的支援のののの充実充実充実充実    

①①①①弁護士弁護士弁護士弁護士によるによるによるによる児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止サポートサポートサポートサポート    

弁護士が法律的な判断・手続き等をサポートし、虐待事例に迅速に対応します。 

 

②②②②保護者向保護者向保護者向保護者向けカウンセリングけカウンセリングけカウンセリングけカウンセリング    

虐待の未然・再発防止や被虐待児の家庭養育を円滑にするため、被虐待児童の保護者に対

し、その程度に応じて個別カウンセリングやグループ療法を実施します。 

 

③③③③医療的支援強化事業医療的支援強化事業医療的支援強化事業医療的支援強化事業    

精神的な問題を抱える保護者に対して、地域の精神科医や医療機関と協力し、精神的な援

助方針、治療計画を策定し実施します。 

 

④④④④緊急一時保護体制緊急一時保護体制緊急一時保護体制緊急一時保護体制のののの充実充実充実充実    

警察ＯＢ職員を配置し、職権による一時保護を行う際の児童の安全確保に努めます。 

    

⑤⑤⑤⑤児童養護施設等家族療法事業児童養護施設等家族療法事業児童養護施設等家族療法事業児童養護施設等家族療法事業    

被虐待児童の施設入所後における早期家庭復帰及び親子関係の再構築のため、施設の中に

宿泊訓練施設や心理療法室等の設備を設け、施設内での宿泊体験等を通じて、施設職員が児

童の特性や子育ての相談・指導を行い、児童の家庭復帰に向けて家庭の養育機能の回復を図

ります。 
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(5(5(5(5))))関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化    

児童虐待については、発生予防から早期発見・早期対応、保護、家族の再統合に至るまで、

切れ目のない総合的な支援が必要であるため、地域の関係機関等で構成する組織である児童

虐待・非行等対策地域協議会（全市）及び要保護児童対策地域協議会（各区）を運営し、通

告や妊娠中も含めた家庭の支援体制の整備、情報の共有・適切な連携を図ります。 

また、児童虐待防止の啓発に努め、様々な関係機関との連携を深めながら、行政だけでな

く事業者や市民と一体となった取組を進めていきます。 
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２２２２．障．障．障．障がいがいがいがい児施策の充実児施策の充実児施策の充実児施策の充実     

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)療療療療育体制育体制育体制育体制のののの再構築再構築再構築再構築のののの推進推進推進推進    

身近な地域で障がい児の相談・支援を提供するため、障がい児療育の拠点である総合療育

センターの機能充実を図るとともに、「ひまわり学園」「のばら学園」を東西の療育拠点と位

置づけ、「療育センター」として、障がい児のリハビリテーションを実施する診療所機能、

地域の子どもの発達の相談に応じる地域支援や３障がい（知的・身体・発達）対応を行う新

たな機能を付加し、東・中・西の３つの療育センターを整備する、療育体制の再構築を行い

ます。 

    

(2)(2)(2)(2)療育相談療育相談療育相談療育相談・・・・判定判定判定判定のののの充実充実充実充実    

こども家庭センター及び療育センターにおいて、知的障がいや身体障がい等のある児童に

ついての相談・検査を実施し、助言や療育の提供、療育機関の紹介及び障がいサービス利用

の支援を行います。 

こども家庭センターでは、療育手帳、すこやか保育（障がい児保育）、乳幼児健診等にか

かわる専門的な判定の相談件数の増大に対応するため、障がい児の相談・検査専任チームを

配置する等、待機期間の短縮を図ります。 

 

(3)(3)(3)(3)療育療育療育療育センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける支援支援支援支援    

療育センターでは、障がいの早期発見と早期療育の実現に向け専門の相談診療部門を設置

し、障がい児に対する相談、専門医による診察、検査、訓練（理学療法、作業療法、言語聴

覚療法）を行っています。 

また、発達の遅れが心配される児童とその保護者を対象とした「親子教室」、自閉症の特

徴に合わせた「自立支援教室」等、障がいの状況に応じた療育サービスを提供します。 

    

(4)(4)(4)(4)児童発達支援児童発達支援児童発達支援児童発達支援センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける支援支援支援支援    

心身に障がいのある児童について、通園により自主的に生活する力や基本的な生活習慣を

身につけ、集団生活を通して社会性を育みます。 

    

(5)(5)(5)(5)放課後放課後放課後放課後やややや夏休夏休夏休夏休みみみみ等等等等のののの支援支援支援支援    

学校に就学している障がいのある児童生徒が、授業の終了後又は休業日に通う放課後等デ

イサービスにおいて、身近な地域での居場所という役割に加え、生活能力の向上のために子

どもの発達に必要な訓練や社会との交流の促進等を実施します。 

また、重度障がいのある児童・生徒の利用を含めた障がい特性に応じた適切なサービスが

提供されるよう助言や指導を行います。 

 

 

 

心身に障がいのある児童（身体障がい児、知的障がい児、発達障がい児）に対し、障がいの相談・

検査、療育、日常生活の指導等を行います。 
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(6)(6)(6)(6)在学中在学中在学中在学中におけるにおけるにおけるにおける就労就労就労就労にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援    

学校卒業後に円滑な就労への移行ができるよう教育・福祉・就労等の各機関が連携を図り

ながら、学校在学中から職場体験実習の実施等の取組を進めます。 

 

(7)(7)(7)(7)発達障発達障発達障発達障がいがいがいがい児児児児等等等等へのへのへのへの支援支援支援支援    

発達障がい児等への支援として、関係機関とネットワークを構築しながら、発達の気にな

る子どもへの療育支援事業や家族支援事業の実施、関係機関職員への専門家による研修等支

援者支援事業の実施、講演会開催、ホームページによる情報発信等による市民啓発事業の実

施等に取り組みます。 

 

(8(8(8(8))))すこやかすこやかすこやかすこやか保育保育保育保育（（（（障障障障がいがいがいがい児保育児保育児保育児保育））））等等等等のののの充実充実充実充実    

障がいの有無にかかわらず、多様な子どもが触れ合いながらお互いに成長していけるよう

に、教育・保育施設及び地域型保育において、子どもの状況に応じて必要な支援を行いなが

ら、集団による教育・保育（統合教育・保育）を実施し、発達を細やかに援助します。 

また、各関係機関との連携や教育・保育施設等への巡回指導、職員等への研修機会の充実

等により、統合教育・保育の充実を図ります。 
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３３３３．．．．貧困の連鎖防止に向けた施策の充実貧困の連鎖防止に向けた施策の充実貧困の連鎖防止に向けた施策の充実貧困の連鎖防止に向けた施策の充実     

 

  

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)生生生生活活活活のののの安定安定安定安定のためののためののためののための支援支援支援支援    

複雑・多様な課題を抱えた生活困窮者やその子どもは、社会的に孤立しがちで、必要な支

援が受けられないことが課題であると言われており、自立相談支援窓口（くらし支援窓口）

や地域福祉ネットワーカーを中心として、関係機関等と連携し、社会資源や地域ネットワー

クを活用することにより、早期発見に努め、包括的・継続的な相談支援を実施するとともに、

ひとり親家庭支援センターでは養育費確保のための法律相談等を実施します。 

    

(2)(2)(2)(2)将来将来将来将来のののの自立自立自立自立のためののためののためののための学力学力学力学力のののの育成育成育成育成支援支援支援支援    

家庭の経済力によって児童生徒の学習機会に格差が生じないようにするため、学校では、

確かな学力の育成に向け放課後学習の実施等、一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな指導

に取り組み、学力の定着・向上を図ります。 

また、学校外では、生活困窮世帯等の子どもたちが、生活環境にかかわらず学習習慣を身

に付けることにより、高等学校等への進学や、将来的に自立した生活を営めるようになるこ

とを目的に、子どもの学習支援やその親に対する養育相談支援を実施します。 

 

(3)(3)(3)(3)就労就労就労就労・・・・収入収入収入収入のののの確保確保確保確保のためののためののためののための支援支援支援支援    

有効求人倍率や完全失業率は、雇用環境の改善傾向を示していますが、非正規雇用労働者

が増加傾向にあり、全国平均と比較しても高い水準にあることから、生活困窮者や生活保護

受給者への就労支援を実施します。また、ひとり親家庭を対象とした、親子の学び直しの支

援や就職に有利な資格取得支援の実施による就業支援を実施します。 

 

((((4444))))居住環境居住環境居住環境居住環境のののの安定確保安定確保安定確保安定確保のためののためののためののための支援支援支援支援    

低所得のひとり親世帯や学齢の高い子育て世帯等では、住居費負担が重くなっていること

などから、負担軽減を図るため、郊外の市営住宅団地の再編等にあわせ若年子育て用住宅を

追加する等住宅セーフティネットの核としての市営住宅の機能充実に向けた取組を進める

とともに、民間賃貸住宅を住宅セーフティネットとして活用するための取組もあわせて進め

ます。 

 

 

  

国において、平成 26 年 8 月に「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定され、その中で、『子

供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて

連鎖することのないよう必要な環境整備と教育の機会均等を図ることが必要。すべての子供たちが

夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する』との

理念・目的が示されました。本大綱を受けて、貧困の連鎖防止に関する総合的・体系的な施策を推

進していく必要があります。 
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４４４４．ひとり親家庭等への支援の充実．ひとり親家庭等への支援の充実．ひとり親家庭等への支援の充実．ひとり親家庭等への支援の充実     

 

  

 

 

 

(1)(1)(1)(1)    母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成母子家庭等医療費助成（（（（P24P24P24P24再掲再掲再掲再掲））））    

    

((((2222))))    児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当（（（（P24P24P24P24再掲再掲再掲再掲））））    

    

((((3333))))母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金母子父子寡婦福祉資金のののの貸付貸付貸付貸付（（（（P24P24P24P24再掲再掲再掲再掲））））    

    

((((4444))))多子多子多子多子世帯世帯世帯世帯・ひとり・ひとり・ひとり・ひとり親親親親世帯等世帯等世帯等世帯等のののの保育料保育料保育料保育料のののの軽減軽減軽減軽減（（（（P24P24P24P24再掲再掲再掲再掲））））    

    

((((5555))))寡婦寡婦寡婦寡婦（（（（夫夫夫夫））））控除控除控除控除のみなしのみなしのみなしのみなし適用適用適用適用    

保育料等の算定に際し、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。 

    

((((6666))))日常生活日常生活日常生活日常生活のののの支援支援支援支援    

病気等により一時的に家事援助が必要なひとり親家庭等に対して支援員を派遣します。 

また、支援員宅での保育サービスを提供するとともに、利用料の補助を行い、安心して生

活できるよう支援します。 

 

(7(7(7(7))))市市市市バス・バス・バス・バス・地下鉄等無料乗車証地下鉄等無料乗車証地下鉄等無料乗車証地下鉄等無料乗車証のののの交付交付交付交付    

児童扶養手当や医療費助成を受けている母子家庭の世帯員のうち１人に交付します。 

 

((((8888))))ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭等就業等就業等就業等就業・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

ひとり親家庭等の父母やその児童に対し、就業相談や就業情報の提供、就職に有利な資格

取得講座の開催や自立支援プログラム策定の実施等、一貫した就業支援を行い、ひとり親家

庭等の自立促進を図ります。 

 

((((9999))))自立支援教育訓練給付金事業自立支援教育訓練給付金事業自立支援教育訓練給付金事業自立支援教育訓練給付金事業のののの推進推進推進推進    

ひとり親家庭の父母が対象講座を受講修了後、受講に要した経費の一部を補助し、ひとり

親家庭の父母の自立促進を図ります。 

 

((((10101010))))高等職業訓練促進給付金事業高等職業訓練促進給付金事業高等職業訓練促進給付金事業高等職業訓練促進給付金事業のののの推進推進推進推進    

ひとり親家庭の父母が看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士等の資格を

取得するために一定期間以上養成機関に通う場合、生活費の負担軽減のため、高等職業訓練

促進給付金・修了支援給付金を支給し、ひとり親家庭の父母の自立促進を図ります。 

    

    

    

ひとり親家庭では、住居・収入・子育て等の面で様々な困難があります。そのため、ひとり親家

庭の自立を支援するため、生活・仕事・学び・住まい支援や、相談体制の整備等、様々な方策で自

立支援を推進します。 
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(11(11(11(11))))高等学校卒業程度認定試験合格支援事業高等学校卒業程度認定試験合格支援事業高等学校卒業程度認定試験合格支援事業高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のののの推進推進推進推進    

   ひとり親家庭の親子が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講修了後、受講に

要した経費の一部を補助し、ひとり親家庭の親子の自立促進を図ります。 

 

((((12121212))))母子母子母子母子・・・・婦人短期保護婦人短期保護婦人短期保護婦人短期保護    

行き場のない母子や女性を母子生活支援施設で一時的に保護し、問題解決に必要な指導を

行います。 

市内７か所の母子生活支援施設を利用して、対象となる母子及び女性を保護し、生活資金

を支給します。 

また、保護を行った母子生活支援施設には、光熱水費と事務費及び生活必需品の費用の補

助を行います。 

 

((((13131313))))ひとりひとりひとりひとり親家庭支援親家庭支援親家庭支援親家庭支援センターにおけるセンターにおけるセンターにおけるセンターにおける支援支援支援支援    

ひとり親家庭及び寡婦家庭の各種相談に応じるとともに、養育費確保のための法律相談を

実施します。また、ひとり親家庭が抱える不安の解消のための相談会等を開催し生活基盤の

充実を推進するとともに、ひとり親家庭のふれあい事業を実施します。 
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５５５５．社会的養護体制の充実．社会的養護体制の充実．社会的養護体制の充実．社会的養護体制の充実     

 

    

    

 

 

((((1111))))施設施設施設施設のののの整備充実整備充実整備充実整備充実とととと里親里親里親里親委託委託委託委託のののの推進推進推進推進    

①①①①施設施設施設施設のののの整備充実整備充実整備充実整備充実    

施設の安全性の確保等のため、老朽化の激しい施設について順次、整備を進めます。 

また、「家庭的養護推進計画」に従い、本体施設のオールユニット化、グループホームの

増設を進め、施設養護の小規模化・地域分散化を推進します。さらに地域に開かれた施設と

して、整備とともに、地域住民の子育て支援等のため地域交流スペースの設置を推進します。 

    

②②②②里親支援体制里親支援体制里親支援体制里親支援体制のののの整備整備整備整備    

こども家庭センターに里親委託等推進員を配置し、事業の企画・関係者の調整を行うとと

もに、里親委託等推進委員会を設置し、関係機関の連絡調整や里親支援事業の実施について

の助言指導等を行います。 

 

③③③③里親里親里親里親へのへのへのへの支援支援支援支援のののの充実充実充実充実    

里親及び里親希望者への研修や制度説明会の開催、里親家庭への訪問支援や里親による相

互交流を実施し、情報交換や養育技術の向上を図ります。 

 

④④④④里親支援専門相談員里親支援専門相談員里親支援専門相談員里親支援専門相談員のののの配置配置配置配置    

乳児院に里親支援専門相談員を配置し、地域の里親及びファミリーホームを支援します。

また、こども家庭センター等と連携して里親支援を行うことで、里親の不安や悩みの軽減を

図ります。 

 

((((2222))))自立支援策自立支援策自立支援策自立支援策のののの強化強化強化強化    

①①①①児童養護施設自立促進等事業児童養護施設自立促進等事業児童養護施設自立促進等事業児童養護施設自立促進等事業    

児童養護施設を退所する児童に、退所前に施設の指導のもと、実際に社会生活を体験する

ことにより、社会生活を営む上での必要な知識や手段を習得させ、家庭環境が整わず家庭復

帰の目処の立たない児童の自立を支援します。 

 

②②②②児童養護施設退所児童向児童養護施設退所児童向児童養護施設退所児童向児童養護施設退所児童向けけけけＳＳＴ（ＳＳＴ（ＳＳＴ（ＳＳＴ（ソーシャル・スキル・トレーニングソーシャル・スキル・トレーニングソーシャル・スキル・トレーニングソーシャル・スキル・トレーニング））））    

児童養護施設等を退所する児童に、社会人としてのマナーや知識に関する研修を実施し、

児童の自立を支援します。 

    

③③③③自立援助自立援助自立援助自立援助ホームのホームのホームのホームの運営運営運営運営    

児童養護施設等退所後の児童等の日常生活上の援助及び生活指導や就労支援等を行いま

す（入所定員16名）。また、子育て支援事業としてリフレッシュステイ事業（デイサービス）、

子育て講座、子育てサロン等を実施します。 

児童福祉施設への入所措置や里親への委託、施設退所後の自立支援等、社会的養護体制の充実を

図ります。また、平成 27 年 3 月に策定した「神戸市家庭的養護推進計画」に基づき、児童養護施

設等の養育単位の小規模化・地域分散化と里親委託等の家庭養護を推進します。 
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((((3333))))組織強化組織強化組織強化組織強化のためののためののためののための仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの強化強化強化強化    

①①①①基幹的職員基幹的職員基幹的職員基幹的職員のののの配置配置配置配置    

施設での組織的なケアが行える体制づくりを進めます。その一環として、自立支援計画等

の作成・進行管理、職員への指導等を行う基幹的職員の配置を促進します。そのため、基幹

的職員養成の研修会を開催します。 

 

②②②②研修研修研修研修のののの充実充実充実充実    

被虐待児童やＤＶを受けた母子、障がいのある児童の増加等に伴い施設での処遇に高度の

専門性が求められており、児童等の処遇・家族の再統合等について、施設の職員への研修の

充実を図り職員の資質の向上に努めます。 

 

③③③③職員配置職員配置職員配置職員配置    

引き続き職員の待遇改善に努めるとともに、入所児童等のケアに必要な職員配置について

国へ要望する等充実に努めます。 

 

(4(4(4(4))))社会的養護社会的養護社会的養護社会的養護にににに対対対対すすすするるるる啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    

社会的養護の課題解決には、社会的養護の関係者のみならず、地域社会のなかで社会的養

護の重要性が認識されることが重要です。そのことにより、施設と地域社会との連携が促進

され、入所児童等への温かい見守りが生まれ児童等の健全な成長や自立に寄与します。さら

に、施設での人材確保につながることも期待されます。    

そのため、社会的養護についての市民の関心を高めるための啓発や、要保護児童をより家

庭的な環境で養育するために里親制度の普及・啓発を行います。 

 

【施設の小規模化・地域分散化と里親委託等の推進】 

平成26年度実績 本体施設：87.3％ グループホーム：6.1％ 里親等：6.6％ 

   ⇒平成31年度目標 本体施設：71.7％ グループホーム：15.8％ 里親等：12.5％ 

 

  ＜参考＞ 

  平成27年３月に策定した「神戸市家庭的養護推進計画（計画期間：平成27年度～平成41年

度）」において、５年ごとの推進目標を設定し、施設の小規模化・地域分散化と里親委託等

の家庭的養護を推進させることとした。 

  【平成41年度（最終年度）目標】 

本体施設：43.6％ グループホーム：34.2％ 里親等：22.2％ 


