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子育て支援計画評価指標の比較結果について 

 

 

１ 概  要 

  子育て支援計画の進行管理は、計画事業ごとの実施結果を地域福祉推進協議会に報告

し、区民参画による進行管理を実施しています。（子育て支援計画 P.6 第１章６「計画

の進行管理等」参照） 

  現行の子育て支援計画（平成 22年度～26年度）の策定時に、従来の進行管理に加え、

各事業を行った結果、計画全体として、どのような成果があったかを評価できる仕組み

を取り入れることとしました。（子育て支援計画 P.76 資料編 資料３「評価指標」参

照） 

  このたび、子育て支援計画の評価指標となっている項目について、計画策定時（平成

21年度）と現状（平成 25年度）の比較結果を報告するものです。 

 

 

２ 評価の考え方 

  子育て支援計画に定めた事業を実施し、どの段階まで成果が実現しているのか分析す

るため、成果を段階的に補足する方法として「認知度 → 利用度 → 達成度」の３

段階の評価指標を設定しました。 

  評価指標については、ニーズ調査結果等に基づく指標と事業実績・統計データの指標

を把握し、点検・評価することとしています。 

  

 

３ 評価指標の比較結果について 

  別紙「子育て支援計画 評価指標比較結果一覧」のとおり 

 



子育て支援計画　評価指標比較結果一覧
【別　　紙】

＜計画全体＞

前回 今回 増減

就学前児童 68.3% 69.5% 1.2%

小学生 - 63.6% -

就学前児童 45.0% 47.4% 2.4%

小学生 41.8% 50.6% 8.8%

出生数(*2) 1,534 1,860 326

合計特殊出生率(*2) 0.91 1.01 0.1

年少人口の割合(*2) 10.5% 11.1% 0.6%

＜大項目単位の比較結果＞

大項目 中項目 前回 今回 増減

就学前児童 89.2% 91.1% 1.9%

小学生 84.6% - -

就学前児童 67.7% 75.5% 7.8%

小学生 65.9% 58.6% -7.3%

母親学級参加者の満足度(*2) 98.0% 94.6% -3.4%

両親学級参加者の満足度(*2) 96.7% 99.5% 2.8%

統計データ 児童虐待相談件数(*2) 595 1,175 580

就学前児童 24.1% 26.2% 2.1%

小学生 47.3% 36.0% -11.3%

就学前児童 25.9% 27.6% 1.7%

小学生 59.4% 49.2% -10.2%

児童館を利用する子どもの満足度（利用割合）(*1) 小学生 43.9% 36.5% -7.4%

課題に対し、自ら考える姿勢や態度を感じる割合(*1) 小学生 70.3% 69.6% -0.7%

思いやりや生命などを大切にする姿勢や態度を感じる割合(*1) 小学生 82.1% 86.3% 4.2%

就学前児童 70.9% 77.6% 6.7%

小学生 61.5% 81.9% 20.4%

就学前児童 68.4% - -

小学生 57.6% - -

就学前児童 88.5% - -

小学生 85.6% - -

就学前児童 93.8% 92.7% -1.1%

小学生 90.8% 88.2% -2.6%

就学前児童 69.2% - -

小学生 46.8% - -

就学前児童 73.1% - -

小学生 36.6% - -

3,768 7,372 3,604

894 2,100 1,206

保育園に通わせている保護者の満足度(*2) 95.1% 97.0% 1.9%

育児休業期間を調整せずに利用できた人の割合(*1) 就学前児童 29.2% 26.7% -2.5%

就学前児童 50.3% 42.2% -8.1%

小学生 48.8% 45.9% -2.9%

待機児童数(*2) 86 96 10

就学前児童 45.6% 53.5% 7.9%

小学生 55.5% 58.9% 3.4%

就学前児童 96.4% 95.9% -0.5%

小学生 - 85.9% -

(*1) 子育て支援に関するニーズ調査結果より算出 (*2) 事業実績・統計データより算出

　　前回・・・平成20年度の調査結果 　　前回・・・平成21年度の事業実績・統計データ（一部22年度の値を使用）

　　今回・・・平成25年度の調査結果 　　今回・・・平成25年度の事業実績・統計データ（一部24年度の値を使用）

　　※評価指標により、集計単位が年度ではなく、暦年となっている場合があります。

児童館・乳幼児プログラム（幼児クラブ）の参加人数(*2) 16,641 20,997 4,356

家庭教育に関する学級・講座の参加人数(*2) 646 615 -31

411

保育園・子育てステーションの参加人数(*2) 

1,687 2,648 961

2,890 57

26,324 44,031 17,707

2,833

485 595 110

ファミリー・サポート・センター事業の活動件数(*2) 5,850 6,261

1,633 1,951 318母親学級・両親学級の受講者数(*2)

保健サービスセンターの情報・相談サービス等の地区活動の件数(*2) 3,770 3,874 104

計　画　全　体 達成度

実績評価

子育てを楽しいと感じる人の割合(*1) 

希望する子どもの数と現実の差(*1) 

統計データ

女性の就業率(*1) 

子育てひろばの延べ利用児童数(*2) 

子どもを守る安全・安

心なまちづくり

・青少年のための地域環境の整備

・安心して外出できる環境の整備

・児童の安全の確保

達成度 実績評価 外出時に困ることがあると感じる人の割合(*1) 

病児・病後児保育事業の延べ利用児童数(*2) 

一時保育所（キッズルーム）の延べ利用児童数(*2)

子ども家庭支援センターの相談件数(*2) 

すべての子育て家庭へ

の支援

・保育の充実

・子育てに伴う心理的負担の軽減

・子育てに伴う経済的負担の軽減

・子育て情報提供の充実

・仕事と生活の調和に向けた啓発

・ひとり親家庭への支援

・障害児のいる家庭への支援

・良好な居住環境の確保

認知度

子育てひろばを知っている人の割合(*1) 

子ども家庭支援センターを知っている人の割合(*1) 

利用度

達成度

実績評価

仕事時間と家事（育児）・プライベートの生活時間の優先が、希望

どおり出来ている人の割合(*1)

統計データ

地域における子育て支

援

・地域の人材活用

・仲間作りの支援・場の提供

・健全育成活動への支援

認知度

ファミリー・サポート・センター事業を知っている人の割合(*1)

保育園・子育てステーションを知っている人の割合(*1)

児童館・乳幼児プログラムを知っている人の割合(*1)

利用度

達成度 実績評価 子育てについて気軽に相談できる人がいる割合(*1) 

評価指標

子どもの生きる力、豊か

な心の育成

・青少年の健全育成

・子どもの生きる力の育成に向けた

教育環境等の整備

・家庭や地域の教育力の向上

・特別支援教育の充実

認知度

家庭教育に関する学級・講座を知っている人の割合(*1)

教育センター・教育相談室を知っている人の割合(*1)

利用度

達成度 実績評価

教育センター・教育相談室の相談件数(*2)

項　　　　目 評価指標

子どもの健やかな成長

・子どもや家庭の健康の確保

・児童虐待防止対策の充実

・障害児施策の充実

認知度

母親学級・両親学級を知っている人の割合(*1)

保健サービスセンターの情報・相談サービスを知っている人の割合

(*1)

利用度

達成度
実績評価


