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３ 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」における各施策進捗状況 

    

第第第第 1111 章：章：章：章：母性並びに子どもの健康の確保と増進母性並びに子どもの健康の確保と増進母性並びに子どもの健康の確保と増進母性並びに子どもの健康の確保と増進    

 １．母子保健の充実(生まれるまで） 

  (1)妊娠の届出及び母子健康手帳の交付【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・全ての妊婦に対し、早期に妊娠の届出を促す 

     （妊娠11週以下での妊娠届出率 H24年度 90.6%、H25年度 92.0%） 

    ・母子健康手帳の交付 

     （H24年度 13,543冊、H25年度 12,739冊） 

    ・ハイリスク等の妊婦への妊娠中からの継続的支援の実施（保健師等が面接を実施し、助言・

指導等の必要な支援を行うなど、妊娠中からの継続的な支援を充実） 

  (2)妊婦健康診査の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・全妊婦に対し、公費負担で14回の健康診査を実施（ただし、総額88,000円を上限） 

     （H24年度 20,456人、H25年度 19,644人） 

    ・平成24年度より多胎妊婦に対しては18,000円分を追加で助成 

 (3)妊婦歯科健診の充実【保健福祉局地域保健課】 

・妊娠中の歯や口腔の健康管理のため、妊娠中に1回、歯科健診を市内医療機関で実施。 

     （H24年度 4,220人、H25年度 4,144人） 

(4)妊産婦の保健指導【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母親・両親教室の開催（母親だけでなく父親が参加しやすい土曜や休日に実施） 

     （H24年度 57回 母親973人・父親933人、祖母1人） 

H25年度 57回 母親863人・父親821人）     

・妊産婦の喫煙者割合 

     （H24年度 3.6％、H25年度 4.2％） 

     ≪行動計画での目標値：妊産婦の喫煙率 H20年度実績4.6％→H27年度目標0％≫ 

  (5)ハイリスク妊産婦対策の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）等療養援護費支給 

     （H24年度 1件、H25年度 1件） 

・産後うつ支援対策「個別カウンセリング」の実施（H25新規） 

（H25年度 276回親 474人） 

  (6)不妊治療対策の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・「体外受精」「顕微授精」の2種類の治療を対象に、１回の治療で15万円(一部の治療につい

ては7万 5千円)を限度に年度内2回（初年度のみ3回）まで助成。市内指定医療機関10施

設（うち1施設は体外受精のみ指定） 

     （H24年度 1,777件、H25年度 1,942件） 

  (7)生涯を通じた女性の健康支援の推進 

    ・乳がん、子宮がん検診の実施【保健福祉局健康づくり支援課】 

     （H24年度 乳がん検診29,759人、子宮がん検診32,936人） 

H25年度 乳がん検診30,897人、子宮がん検診31,773人）     

    ・神戸市健康診査の実施（当年度30、35～39歳）。【保健福祉局健康づくり支援課】 
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 ２．母子保健の充実(生まれてから） 

  (1)新生児訪問指導事業【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・H17年度より出生全世帯へ拡大するとともに、人材と質の確保を図る。 

     （新生児訪問数 H24年度 11,373人、H25年度 11,367人） 

    ・生後4か月を迎えるまでの乳児のいる家庭の状況の把握率（電話指導も含む） 

     （H24年度 93.8％、H25年度 95.8%） 

     ≪行動計画での目標値 

：生後4か月（を迎える）までの乳児のいる家庭の状況の把握率（電話指導も含む） 

H20年度実績84.4％→H27年度目標100％≫ 

  (2)養育支援訪問事業【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・産後ホームヘルプサービス事業 

     （H24年度 197人 1,375回、H25年度 195人 1,347回） 

    ・養育支援ヘルパー派遣事業 

     （H24年度 13人 117回、H25年度 12人 137回） 

  (3)相談窓口の充実【こども家庭局総務課】【こども家庭支援課】【振興課】 

    ・「神戸っ子すくすくハンドブック」への相談窓口の案内掲載 

    ・各区こども家庭支援室などにおける子育ての情報提供、相談の実施 

     （H24年度 69,409件、H25年度 61,607件） 

    ・「子育て応援ウェブサイト“ママフレ”」の運用開始（H24年 10月より） 

     （アクセス数 H24年度 15,975件、H25年度 40,989件） 

    ・「赤ちゃん安心Ｗｅｂ」の運用 

     （アクセス数 H24年度 15,851件、H25年度 12,635件） 

    ・「神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール」における、神戸市子育て情報コーナー 

「コフレ」の開設（H25年 4月より） 

・相談相手のいない家庭の把握、支援 

    ・相談相手のいる母親の割合 

 H24 H25 

4か月児 99.2% 99.2% 

1歳 6か月児 99.2% 98.9% 

3歳児 99.2% 99.0% 

    ・地域子育て支援センターでの子育てに関する相談 

     （H24年度 3,595件、H25年度 3,749件）   

(4)健康診査【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・乳幼児健診の実施 ※未受診児対策を強化し、他都市で受診済の児は対象から除外 

 H24 H25 

4か月児 12,288人（98.9％） 12,137人（97.5％） 

9か月児 11,872人（94.8％） 12,049人（94.2％） 

1歳 6か月児 12,605人（97.5％） 12,299人（96.2％） 

3歳児 12,800人（96.6％） 12,535人（95.4％） 

     ≪行動計画での目標値：乳幼児健診受診率 

       H20年度実績4か月98.5%、9か月94.1％、1歳 6か月96.8％、3歳 95.3％ 
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      →H27年度目標4か月99.0%、9か月97.0％、1歳 6か月97.0％、3歳 97.0％≫ 

    ・未受診児対策 

     （未受診児のいる家庭に対して、繰り返し案内を行い、さらに家庭訪問を行うなど、未受診

児対策に取り組んでいる。受診勧奨は年度を越えても実施している。） 

     （健診未受診児に対する把握率 H24年度98.8%、H25年度 99.0%） 

     ≪行動計画での目標値：未受診児に対する把握率 

        H20年度実績97.5％→H27年度目標100％≫ 

  (5)子育て教室等の開催【こども家庭局こども家庭支援課】 

 H24 H25 

すくすく赤ちゃんセミナーの開催 104回 2,702組 105回 2,647組 

多胎児の子育て教室の開催 58回 1,294人 54回 1,261人 

障がい児の子育て教室の開催 86回 559人 74回 445人 

要フォロー児の子育て教室の開催 262回5,684人 264回 5,776人 

極低出生体重児のための子育て教室の開催 40回 321組 40回 359組 

ブックスタート事業 124回 5,525人 139回 6,022人 

  (6)特定分野別対策 

    ・乳幼児健康診査での相談【こども家庭局こども家庭支援課】 

・定期予防接種【保健福祉局予防衛生課】 

 H24 H25 

ヒブ - 50,987人 

小児肺炎球菌 - 49,155人 

四種混合 9,273人 38,449人 

ポリオ 49,382人 15,329人 

三種混合 41,870人 12,554人 

麻しん・風しん(MR) 46,317人 23,936人 

日本脳炎 75,101人 55,525人 

ヒトパピローマウイルス － 1,501人 

     （平成25年度よりヒブ、小児肺炎球菌、ヒトパピローマウイルスが定期予防接種に追加。） 

 (7)検査と医療給付【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・先天性代謝異常の検査実施（H24年度 14,678件、H25年度 14,703件） 

    ・未熟児養育医療給付費の給付 

    ・小児慢性特定疾患の医療給付 

  (8)母子保健情報の提供【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・ＳＩＤＳに関する情報の母子健康手帳副読本等への記載 

     （母子健康手帳交付数 H24年度 13,543冊、H25年度 12,739冊）（※再掲 １(1)） 

  (9)食育の推進【保健福祉局地域保健課】 

    ・乳幼児健診時等における栄養相談 

     （H24年度 8,190人 うち乳幼児健診時の相談件数7,304人 

H25年度 8,361人 うち乳幼児健診時の相談件数7,144人） 

    ・離乳食の作り方講座 

     （初めて離乳食作りを経験する親を対象に、離乳食の作り方及び離乳の進め方等を具体的に
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体験できる講座を総合児童センターと共催で実施し、家庭での食育の推進を図る。） 

     （H24年度 24回 1,831人、H25年度 24回 2,038人） 

    ・幼児期の食育セミナー 

     （H24年度 101回 2,765人 うち食育ひろば33回 1,256人 

H25年度 91回 2,347人 うち食育ひろば30回 1,330人） 

    ・神戸市地域活動栄養士ボランティアによる食育活動 

     （H24年度 20回 785組、H25年度 22回 771組） 

    ・こうべ食育フェアの開催 

     （H24年度 10,168人、H25年度 8,773人） 

    ・「こうべ食育通信」の配布 

     （H24年度 15,000部、H25年度 15,000部） 

  (10)歯科保健対策【保健福祉局地域保健課】 

    ・乳幼児健診等における歯科保健指導 

     （むし歯予防のための食生活、歯磨き、フッ化物応用についての啓発） 

 H24 H25 

4か月児集団 10,300人 10,156人 

4か月児個別 4,006人 3,953人 

1歳 6か月児 12,185人 11,820人 

3歳児 11,609人 11,294人 

すくすく赤ちゃんセミナー 2,702組 2,738組 

2歳児むし歯予防教室 2,982人 2,501人 

歯科相談 168人 128人 

    ・1歳 6か月児、3歳児健診での歯科健診の実施 

     （H24年度 1歳 6か月児186回 12,600人、3歳児177回 12,782人 

H25年度 1歳 6か月児185回 12,295人、3歳児178回 12,521人） 

    ・1歳 6か月児、3歳児健診でのフッ化物塗布の実施・かかりつけ歯科医院での継続塗布の必要

性について啓発 

     （H24年度 1歳 6か月児10,970人（87.1％）、3歳児8,976人（70.2％） 

H25年度 1歳 6か月児10,322人（84.0％）、3歳児8,677人（69.3％）） 

    ・保育所・児童館・育児支援サークル等での歯科健康教育 

     （H24年度 403回 22,911人、H25年度 420回 24,053人）     

・母子保健情報システムから得られた3歳児歯科健診の生活習慣・健診結果のデータから、歯

科保健の課題を洗い出し、検討 

     （3歳でむし歯のない子の割合 H24年度84.3%、H25年度 85.8%） 

     ≪行動計画での目標値：むし歯のない子の割合（3歳児健診データ） 

H20年度実績81.3％→H27年度目標90％以上≫ 

  (11)事故防止【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・事故防止に関する情報の母子健康手帳副読本等への記載 

     （母子健康手帳交付数 H24年度 13,543冊、H25年度 12,739冊）（※再掲 １(1)） 

    ・チャイルドシートの正しい使い方等リーフレットの配布 

    ・地域での健康教育等、各種教室・セミナー・乳幼児健診時等に、発達段階に応じた事故防止



 17 

について助言・指導を実施 

  (12)家族等の禁煙の推進 

    ・禁煙に関する情報の母子健康手帳副読本への記載【こども家庭局こども家庭支援課】 

  （母子健康手帳交付数 H24年度 13,543冊、H25年度 12,739冊）（※再掲 １(1)） 

    ・母親・両親教室等での助言・指導・啓発【こども家庭局こども家庭支援課】 

     （H24年度 57回 母親973人・父親933人、祖母1人 

H25年度 57回 母親863人・父親821人）（※再掲 １(4)） 

    ・「新・健康こうべ21」の評価指標として「妊産婦の喫煙者をなくす」「乳幼児のいる家庭での

喫煙率を下げる」等を設定し、様々な施策や事業の中で、健康に与える影響などを説明 

     【保健福祉局地域保健課】 

    ・健康増進法に基づく受動喫煙の防止の徹底などを目指し、市民への啓発や広報を実施 

     【保健福祉局地域保健課】 

 

 ３．医療の充実 

  (1)医療供給体制の整備【保健福祉局地域医療室】 

    ・かかりつけ医・かかりつけ歯科医の推進 

    ・地域連携システムの推進 

  (2)小児救急医療体制の充実【保健福祉局地域医療室】 

    ・小児救急医療体制の確保（初期から三次の救急医療体制を整備） 

    ・神戸こども初期急病センター開院（H22年 12月 1日） 

    ・小児救急輪番への継続参加（西市民病院・西神戸医療センター） 

  (3)市民病院群の整備【保健福祉局地域医療室】 

    ・助産師外来の継続実施 

    ・産科・新生児科・小児科の一体的な医療の提供（中央市民病院：成育医療センター） 

・総合周産期母子医療センターの指定（中央市民病院・H25年 4月 1日） 

・正常分娩を中心に安定した周産期医療の提供（西市民病院） 

・高齢妊婦・合併症を有する妊婦等へのより高度な周産期医療の提供（西神戸医療センター） 

  (4)看護職員確保対策【保健福祉局看護大学】【保健福祉局地域医療室】 

    ・神戸市看護大学・大学院の運営 

    ・看護師等養成所運営費補助の実施 

     （神戸市医師会看護専門学校、神戸市民間病院協会神戸看護専門学校） 

    ・長年看護業務に従事した看護職員を対象にした「神戸市看護のともしび賞」の表彰 

     （H24年度 22人、H25年度 19人） 

    ・神戸における看護師確保に関する意見交換会の実施 

     （H24年度 2回実施 H25年度 3回実施） 

・看護師確保に関する啓発チラシの作成 

・市内民間病院等で行われる看護師復職支援研修の広報支援 

    ・兵庫県看護協会が実施する「看護の日」「看護フェア」「合同就職説明会」、総会等への参加・

協力 
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第第第第 2222 章：章：章：章：地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実地域における子育て支援の充実    

 １．地域施設・人材を活用した子育て支援 

  (1)総合児童センター（こべっこランド）の運営【こども家庭局こども青少年課】 

    ・総合児童センター（こべっこランド）利用者 

     （H24年度 391,770人、H25年度 419,155人） 

    ①健全育成事業 

     ・大型遊具やパソコンなどを備えた遊び場の提供 

     ・各種イベントや講座、クラブ活動の実施 

    ②療育指導事業 

     ・学齢期親グループ指導 

     ・感覚運動指導 

     ・障がい乳幼児母子訓練 

     ・極低出生体重児とその親のための子育て教室 

     ・行動療法しつけ指導 

    ③啓発活動 

     ・ボランティアの育成 

     ・子育て公開講座、従事者研修 

     ・総合児童センターでの「わくわく広場」「よちよち広場」の開催 

      （H24年度参加「わくわく広場」延べ1,264組、「よちよち広場」延べ2,049組、 

       H25年度参加「わくわく広場」延べ1,165組、「よちよち広場」延べ1,570組） 

    ④子育てコーディネーターによる地域子育て支援事業の推進 

     ・子育てコーディネーターを各区社会福祉協議会へ派遣 

     ・児童館職員の研修 

    ⑤子ども会活動の振興 

     ・子ども会への助成 

      （H25年 3月末 228団体 14,767会員、H26年 3月末 216団体13,348会員） 

     ・リーダー・指導者の育成研修の実施 

      （H24年度 延べ365人、H25年度 延べ492人） 

  (2)児童館の整備・運営【こども家庭局こども青少年課】 

    ①児童館の整備 

     （H24年度 122館、H25年度 122館） 

     ≪行動計画での目標値：児童館数 H21年 4月実績121館→H27年度目標125館≫ 

    ②運営内容の充実 

     ・地域団体等への運営移行 

      （H25年 4月現在50館、H26年 4月現在52館） 

    ③親子館事業の実施 

     ・「すこやかクラブ」の実施 

      （H24・25年度 117館） 

     ・「キッズクラブ」の実施 

      （H24年度 111館、H25年度 110館） 

  (3)保育所地域交流事業の拡充【こども家庭局事業課】 
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    （H24年度 183箇所、H25年度 188箇所） 

  (4)みんなの幼稚園事業等の充実【こども家庭局事業課】【教育委員会事務局指導課】 

    ・みんなの幼稚園事業 

     （H24年度 市立43園、私立64園、H25年度 市立43園、私立64園） 

    ・子育てサークル支援事業 

     （H24年度 13グループ、H25年度15グループ） 

  (5)地域子育て支援センターの充実【こども家庭局振興課】 

    （H24年度 12箇所 、H25年度 12箇所） 

  (6)大学との連携の推進【こども家庭局こども青少年課】 

    （H24・25年度 6箇所） 

    ≪行動計画での目標値：地域子育て支援拠点箇所数 

       地域子育て支援センターと大学 H20年度実績13箇所→H27年度目標19箇所≫ 

  (7)子育てサークルの育成【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・活動支援のための相談・助言、育児体験等参加者相互の意見交換等を実施し、親子の地域で

の仲間づくりを支援 

     （H24年度 399回 11,602人、H25年度 371回 11,429人） 

  (8)地域福祉センターを活用した地域住民主体の子育て支援の推進【保健福祉局計画調整課】 

    ・地域福祉センターを利用した子育てサークル活動 

    ・子育てサークル活動への「ふれあいのまちづくり協議会」による支援 

    ・「ふれあいのまちづくり協議会」による子育て関連活動の実施 

  (9)情報提供の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母子健康手帳交付時に「すくすくハンドブック」を併せて交付 

 

 ２．次代の親づくり支援 

  (1)命の感動体験学習の推進 

    ・「命の感動体験学習」（乳幼児とのふれあい）の実施【こども家庭局総務課】 

     （H24年度 9区 1支所 参加11,417人 

H25年度 9区 1支所 参加12,783人） 

    ・「専門職によるデリバリー授業」の実施【こども家庭局こども家庭支援課】 

     （H24年度 中学1年生88校 12,496人、中学3年生71校 10,275人 

H25年度 中学1年生88校 12,072人、中学3年生73校 10,741人） 

    ・「ふれあいのまちＫＯＢＥ・愛の輪運動」の展開【保健福祉局計画調整課】 

     （中・高校生の福祉体験学習（ワークキャンプ）の実施など） 

    ・テレビによる人権学習の実施【保健福祉局人権推進課】 

     （H24.12放映、感想文 小学5年生 約 13,200名応募 

H25.12放映、感想文 小学5年生 約 13,000名応募） 

    ・「心かよわす親子映画大会」の開催【保健福祉局人権推進課】 

     （H24.8 2回上映約2,000名参加、H25.8 2回上映約1,500名参加） 

    ・「子どもたちへのメッセージ運動」の推進【保健福祉局人権推進課】 

     （震災経験者である大人から、命の尊さと震災の教訓を伝えるメッセージを募集して子ども

たちに届ける。寄せられたメッセージを抜粋した冊子を作成し、神戸市立の小・中・高・盲・
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養護学校に配布。） 

     （メッセージ数 H24年度 127通、H25年度 67通）     

・「命の大切さを学ぶ授業」の実施【保健福祉局人権推進課】 

     （犯罪被害者や支援者が体験談を語り、犯罪被害者や家族が受けた様々な心の痛み等を伝え、

命の大切さや罪を犯してはならないという規範意識の醸成を目的とした授業） 

     （H24年度 14中学校16回実施・参加者4,179名（保護者含む） 

H25年度 18中学校19回実施・参加者3,990名） 

    ・「市バス福祉体験授業」の実施【交通局営業推進課】 

     （H24年度 20校、H25年度 18校） 

・広報誌「きずなKOBE」の発行【保健福祉局計画調整課】 

（※H24.7全面リニューアル） 

     （H24年度 3回、H25年度 3回） 

    ・表彰制度の活用【保健福祉局庶務課】 

     （24年度実績例 神戸市市民福祉顕彰表彰者数7名（団体含む）、 

             社会福祉大会表彰者数261名（団体含む） 

      25年度実績例 神戸市市民福祉顕彰表彰者数9名（団体含む）、 

             社会福祉大会表彰者数405名（団体含む）） 

  (2)食育の推進 

    ・食指導推進事業【教育委員会事務局健康教育課】 

     （栄養教諭を未配置校に派遣し、小学校3年生の学級活動での食指導・希望校における他学

年の食指導を行うとともに、保護者対象の試食会にも派遣し、保護者への食の啓発も行う） 

     （H24年度 栄養教諭派遣 未配置校97校（内24校センター校）に対し、延べ129校） 

H25年度 栄養教諭派遣 未配置校98校（内24校センター校）に対し、延べ129校） 

    ・プレパパママ食育講座の開催【保健福祉局地域保健課】 

     （H24年度 14回 307人、H25年度 14回 349人） 

    ・「朝食食べよう」・「適正体重の維持」リーフレット等の配布【保健福祉局地域保健課】  

（H24・25年度 市内中学校104校にリーフレット約15,000部を配布） 

  (3)健康教育の推進 

    ①「早寝早起き朝ごはん」の推進【保健福祉局地域保健課】 

     ・こうべ朝食メニューコンテストの開催 

      （H24年度 応募数2,230件、受賞者数15人 

H25年度 応募数2,126件、受賞者数16人） 

    ②健康教育・啓発活動の推進 

     ・「専門職によるデリバリー授業」の実施（※再掲 ２(1)）【こども家庭局こども家庭支援課】 

      （H24年度 中学1年生88校 12,496人、中学3年生71校 10,275人 

H25年度 中学1年生88校 12,072人、中学3年生73校 10,741人） 

     ・思春期ピアカウンセリングの実施【こども家庭局こども家庭支援課】 

      （H24・25年度 市内高等学校1校 960人） 

     ・神戸市薬物等乱用対策推進本部推進会議の開催【保健福祉局予防衛生課】  

・「ダメ。ゼッタイ。普及運動」等啓発事業の実施【保健福祉局予防衛生課】 

     ・「不正大麻・けし撲滅運動」の実施【保健福祉局予防衛生課】 
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     ・神戸市薬物等乱用防止運動強化月間の展開【保健福祉局予防衛生課】 

      （福祉健康フェアで啓発 平成25年 10月 6日、 

コミスタこうべで展示 平成25年 10月 18日～11月 30日 

花時計ギャラリーで展示 平成25年 10月 31日～11月 6日 

     ・薬物等乱用相談窓口の充実（各区保健福祉部、こころの健康センターでの相談窓口） 

      【保健福祉局予防衛生課】 

     ・薬物等乱用対策推進地区組織活動のサポート【保健福祉局予防衛生課】 

     ・臨床心理士をスクールカウンセラーとして市内全中学校区に原則2名配置 

      【教育委員会事務局指導課】 

     ・学校園敷地内禁煙の実施【教育委員会事務局健康教育課】 

     ・歯科検診、秋季う歯検診（幼稚園を除く）、歯磨き指導等によるう歯に関する予防・啓発 

      【教育委員会事務局健康教育課】 

      （一人平均むし歯数（12歳）H24年度 0.83本、H25年度 0.78本） 

     ・神戸市立幼稚園におけるフッ化物洗口の導入【教育委員会事務局健康教育課】 

 

 ３．青少年の健全育成【こども家庭局こども青少年課】 

  (1)青少年の居場所づくりの推進 

    ・中高生の活動拠点整備事業 

     （H23年 6月 ユースステーション北神開設により、全区に整備完了）  

    ・中高生の参加型プログラムの提供 

     （H24・25年度 各活動拠点で実施されるソフト事業） 

  (2)青少年の社会参加の促進 

    ・若者サポートステーション事業 

     （進路（就職・進学）決定者H24年度 187人、H25年度 234人） 

  (3)地域活動の推進 

    ・青少年育成市民運動と地域活動の充実 

     （青少年育成委員活動の充実を図るとともに、青少年育成市民運動強調期間を設け、 

青少年育成キャンペーンを展開。毎年度 春季・夏季・冬季強調期間の実施。） 

    ・地域による青少年の居場所づくり事業 

     （実施団体数 H24年度 34 団体、H25 年度 33 団体） 

    ・定例行事の開催（KOBEファミリーフェスティバル、ドッジボール大会、絵画コンクール等） 

     （H24年度 延べ約4,500人参加、H25年度 延べ約4,400人参加） 

    ・放課後子ども教室推進事業の拡充 

     （平日の放課後や週末などに、小学校の図書室や運動場などを活用し、地域参画による子ど

もたちの居場所づくりを進める） 

     （実施校数 H25年 3月末 139校、H26年 3月末 136校） 

    ・｢神戸っ子応援団」事業（※後掲 第 4章 3(2))  

     （家庭・地域・学校・神戸市が一体となって、「地域ぐるみで子どもたちの健やかな育ちを応

援する取り組み」） 

     （H24年度 35中学校区で立ち上げ、H25年度 14中学校区で立ち上げ） 
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  (4)青少年の安全と安心の確保 

    ・こども110番「青少年を守る店・守る家」、「守る車」制度の展開 

     （H25年 3月末現在「守る店・守る家」約20,000軒、「守る車」約4,500台 

      H26年 3月末現在「守る店・守る家」約20,000軒、「守る車」約4,500台） 

    ・スマイルハートあいさつ運動の展開 

    ・地域みはり番（イエローフラッグ）制度の展開 

     （青少年育成協議会の支部単位で「ひょうご防犯ネット｣の不審者情報をもとに、掲示板と黄

色い旗により、地域のこどもたちに注意喚起を行う） 

     （H25年 3月末52支部312箇所、H26年 3月末58支部 345箇所） 

 

 ４．経済的支援の推進 

  (1)乳幼児等医療費助成（0歳児以外所得制限あり） 

【こども家庭局総務課】【保健福祉局国保年金医療課】 

    ・入院医療費助成：受給者全員（0歳児～中学3年生まで）自己負担なし（無料） 

    ・外来医療費助成：外来助成対象者について、「0歳児～小学６年生まで」を「0歳児～中学３

年生まで」に拡充（H25年 7月より） 

     （H24年度 1,715,653件 2,086,516千円、H25年度 1,859,693件 2,777,677千円） 

  (2)児童手当【こども家庭局こども家庭支援課】 

    （H24年度 約 118,000世帯、H25年度 約 116,500世帯） 

  (3)児童扶養手当【こども家庭局こども家庭支援課】 

    （H24年度 6,502,638千円、H25年度 6,422,158千円） 

  (4)多子減免制度【こども家庭局振興課】 

    ・同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所・幼稚園・認定こども園等を利用している場合

に保育所保育料を2人目は50％、3人目は無料に、また、幼稚園では年少から小学校３年生

までの範囲内に子どもが 2 人以上いる場合、2 人目は 50％、3 人目は無料となるようにして

いる 

  (5)妊婦健康診査費補助（※再掲 第１章１(2))【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・全妊婦に対し、公費負担で14回の健康診査を実施。ただし、総額88,000円を上限。 

     （H24年度 20,456人、H25年度 19,644人） 

    ・平成24年度より多胎妊婦に対しては18,000円分を追加で助成 

  (6)幼稚園就園奨励助成の充実【こども家庭局事業課】 

    ・私立幼稚園児の保護者の負担を軽減するため、入園料・保育料の一部を助成する 

    （H24年度 対象者：19,799人、助成額：1,790,455千円 

H25年度 対象者：19,694人、助成額：1,884,236千円） 

(7) 親・子世帯の近居・同居住み替え助成【住宅都市局住宅政策課】 

    ・小学校入学前の子どもがいる子世帯とその親世帯が近くに住み替える際の引越し代を助成 

     助成内容：移転した世帯が支払った引越し代の半額（上限10万円）（H25新規） 

    （H25年度 申請件数：54件） 
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第第第第 3333 章章章章：：：：仕事と子育ての両立支援仕事と子育ての両立支援仕事と子育ての両立支援仕事と子育ての両立支援    

 １．保育サービスの充実 

 『保育所における保育サービス』 

  (1)待機児童の解消【こども家庭局振興課】 

    ・保育所定員 20,073人（H24.4）→20,762人（H25.4）→21,457人(H26.4) 

    ・入所児童数 20,860人（H24.4）→21,434人（H25.4）→22,211人(H26.4) 

    ・待機児童数     531人（H24.4）→ 337人（H25.4）→123人(H26.4) 

    ・23年度整備 約 400人、24年度整備 約 900人、25年度整備 約 700人 

    ・低年齢児保育入所児童数  8,191人(H24.4) →8,509人（H25.4）→8,859人(H26.4) 

    ・保育所整備「マッチング事業」の実施 

     （保育所への活用が可能な物件を募集し、その物件を保育所の運営を希望する法人に紹介）  

（H24実績 4件 H25実績 3件） 

    ≪行動計画での目標値：保育所定員  

H20年度実績18,743人→H27年度目標 22,417 人 

(目標としていた 21,188 人については１年前倒しで達成したが、待機児童の解消には至ってい

ないため、目標の見直しを図った)≫ 

  (2)延長保育の拡充【こども家庭局事業課】 

 H24.4 H25.4 H26.4 

30分延長 64箇所（公43、民21） 55箇所（公37、民18） 50箇所（公34、民16） 

1時間延長 125箇所（公23、民102） 139箇所（公24、民115） 151箇所（公24、民127） 

2時間延長 11箇所（        民11） 12箇所（        民12） 13箇所（        民13） 

    ・延長保育利用児童数 

     （H24年度 3,619人、H25年度 3,603人）（※各年度初め4月の承認児童数） 

    ≪行動計画での目標値：延長保育利用児童数 H20年度実績3,092人→H27年度目標4,460人≫ 

  (3)休日保育の実施【こども家庭局事業課】 

    ・名谷みどり保育園（H17.5～）、甲南山手保育園（H24.10～）で実施 

     （休日保育利用児童数 H24年度 540人、H25年度 422人） 

    ≪行動計画での目標値：休日保育利用児童数 H20年度実績264人→H27年度目標600人≫ 

    ・年末保育の実施 

     （年末保育利用児童数 H24年度 9箇所71人、H25年度 10箇所 84人） 

  (4)統合保育の充実【こども家庭局事業課】 

 H24 H25 

公私合同研修 2 2 

公立研修 7 5 

幼保小連絡会の開催 2 2 

発達障害者支援センターとの連携研修 1 0 

    ・公私合同研修の実施 

     （H24年度 「障害のある子どもの保護者への支援」2回 

H25年度 「障害のある子どもの保護者への理解と支援」2回） 

    ・公立研修の実施 

     （H24年度 「発達障害児と保育の方法」2回、 
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           「就学までにつけたい力～特別支援教育の視点から～」2回 

           「障害のある子どもの保護者への支援」1回 

 H25年度 「発達障害児と保育の方法」2回、 

           「発達の気になる子の理解と支援」2回 

           「障害理解と保護者支援」1回）      

    ・障がい児ゼミ研修の参加 

     （H24・25年度 7回） 

  (5)一時保育の拡充【こども家庭局事業課】 

    ・一時保育実施保育所数 

     （H24年度末140箇所、H25年度末152箇所） 

     ≪行動計画での目標値：一時保育実施保育所数 

        H20年度実績112箇所→H27年度目標 全民間園及び公立（需要に応じ）≫ 

    ・一時保育利用児童数 

     （H24年度 69,617人、H25年度 68,207人） 

     ≪行動計画での目標値：一時保育利用児童数 

        H20年度実績52,725人→H27年度目標68,260人≫ 

  (6)保育所保育指針に沿った保育の実践 

   ＜食育の推進＞ 

    ・各保育所、園で作成する指導計画の中に、食育の視点を盛り込み実施【こども家庭局事業課】 

    ・「保育所おたより」に食育一口メモを掲載（毎月）【こども家庭局事業課】 

    ・研修の実施【こども家庭局事業課】 

 H24 H25 

公私合同研修 2 0 

所長研修 0 1 

主任研修 2 1 

保育士研修・調理士研修 2 7 

    ・食育ひろばの実施（入所児童保護者対象）【保健福祉局地域保健課】 

     （H24年度公立7回・私立12回、H25年度公立9回・私立9回） 

   ＜第三者評価実施＞【こども家庭局事業課】 

    （H24・25年度 民間3箇所） 

   ＜保育所での健康促進等＞【こども家庭局事業課】 

    ・フッ化物洗口をほぼ全園で実施 

    ・フッ化物洗口実務研修会（年1回） 

  (7)既存保育所の改修等【こども家庭局振興課】 

    （H24年度実績 大規模改修：民間5箇所  

H25年度実績 大規模改修：民間11箇所） 

 『児童館等における保育サービス』 

  (8)学童保育【こども家庭局こども青少年課】 

    ①小学校区にひとつの整備を目標 

     （H24年度 195箇所 8,856人、H25年度 196箇所 9,129人） 

     ≪行動計画での目標値：実施箇所数（児童数）  
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        H20年度実績186箇所（8,498人）→H27年度目標230箇所（10,940人）≫ 

    ②公設（児童館・学童保育コーナー）における時間延長の実施と保育料徴収の導入 

     （H20年 4月～全施設で時間延長実施、7月～保護者負担の導入） 

    ③食育の推進【保健福祉局地域保健課】   

・子ども食育セミナー 

     （H24年度 35回 1,043人、H25年度 48回 1,494人） 

『その他の保育サービス』 

  (9)赤ちゃんホーム等【こども家庭局事業課】 

    （H25年 3月 38箇所、H26年 3月 35箇所） 

    （定員 H24年度120人、H25年度 110人） 

    ≪行動計画での目標値：赤ちゃんホーム等定員 H20年度実績130人→H27年度目標130人≫ 

    ・受託者研修会の実施 

     （H24・25年度 4回） 

  (10)病児・病後児保育【こども家庭局事業課】 

    （H24年度 12箇所10,696人、H25年度 13箇所11,991人） 

    ≪行動計画での目標値：病児・病後児保育室数（利用児童数） 

       H20年度実績7箇所(5,370人)→H27年度 14箇所目標(12,250人)≫ 

  (11)子育てリフレッシュステイ事業【こども家庭局こども家庭支援課】 

    （H24年度 24箇所11,264日、H25年度 23箇所10,392日） 

    ≪行動計画での目標値：子育てリフレッシュステイ実施箇所数 

       H20年度実績24箇所→H27年度目標24箇所≫ 

  (12)幼稚園「預かり保育」【こども家庭局事業課】【教育委員会事務局指導課】 

    （H24年度 市立37園・私立96園、H25年度 市立38園・私立96園）  

 (13)ファミリー・サポート・センター【こども青少年課】 

    （会員数  H24年度末4,704人、H25年度末3,857人 

     活動件数 H24年度 14,393件、H25年度 14,188件） 

  (14) 小規模保育事業の実施【こども家庭局振興課】（H25新規） 

    （H26.4.1現在 37箇所（うちグループ型家庭的保育14箇所からの移行を含む）） 

(15)認定こども園【こども家庭局振興課】 

    （H25.4.1現在 幼保連携型１箇所、幼稚園型7箇所 

     H26.4.1現在 幼保連携型1箇所、幼稚園型13箇所） 

(16)認定こども園への移行支援【こども家庭局事業課】 

・私立幼稚園長時間預かり保育運営費補助（H25新規） 

（H25年度 3園） 

・認定こども園運営費補助（H25新規） 

（H25年度 3園） 

  (17)保育サービスコーディネーターの配置【こども家庭局事業課】（H25新規） 

 

２．男女共同参画の推進 

  (1)あらゆる分野への男女共同参画の促進【市民参画推進局男女共同参画課】 

    ・市の審議会等への女性委員の登用及びそのための働きかけ 
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    ・神戸婦人大学の運営 

    ・男女共同参画審議会の開催 

     （H24・25年度 2回） 

・男女共同参画推進会議の開催 

     （H24・25年度 2回） 

    ・推進会議ニュース「すくらむＫＯＢＥ」の発行 

     （H24・25年度 2回） 

    ・男女共同参画センター情報紙「あすてっぷＫＯＢＥ」の発行 

     （H24・25年度 4回） 

  (2)男女共同参画社会への意識啓発【市民参画推進局男女共同参画課】 

    ・男女共同参画推進会議の開催 

     （H24・25年度 2回）（※再掲 (1)） 

    ・推進会議ニュース「すくらむＫＯＢＥ」の発行 

     （H24・25年度 2回）（※再掲 (1)） 

    ・「こうべ男女共同参画推進月間」の実施 

     （企業セミナー，あすてっぷ講演会、「絵手紙・イラストコンテスト」入賞作品展示など） 

    ・「シネマ＆トーク」の開催 

     （H24年度 3回、25年度2回） 

    ・男女共同参画啓発リーフレットの作成・配布 

    ・男女共同参画センター情報紙「あすてっぷＫＯＢＥ」の発行 

     （H24・25年度 4回）（※再掲 (1)） 

    ・ＤＶ防止キャンペーンの実施（啓発用絆創膏配布・ポスターの掲示など） 

    ・ＤＶ防止啓発パンフレットの配布 

    ・ＤＶ防止セミナーの開催 

     （H24・25年度 2回） 

    ・デートＤＶ防止プログラムの実施 

     （H24年度 12校/教職員2回、H25年度 15校） 

    ・セクシュアル・ハラスメント防止ハンドブックの一部改訂版の配布 

    ・男性の生き方セミナーの開催 

     （H24・25年度 4回） 

    ・情報ライブラリーの運営（啓発図書・啓発ビデオ・行政資料の貸出） 

    ・市職員に対する男女共同参画に関する研修の実施 

    ・男女共同参画推進員（男女共同参画サポーター）制度 

  (3)就業の場における男女共同参画の促進【市民参画推進局男女共同参画課】 

    ・「こうべ男女いきいき事業所」表彰 

     （H24年度 6社、H25年度 5社） 

    ・職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関するハンドブックの配布や啓発ビデオの貸出 

    ・啓発パンフレット「みんなが、いきいきと働くために」の配布 

     （H24年度 9,000部、H25年度 6,500部） 

    ・育児休業からの職場復帰準備セミナーの開催 

     （H24・25年度 年 2回） 
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    ・再就職準備セミナーの開催 

     （H24・25年度 年 1回） 

    ・女子学生社会人力アッププロジェクトの開催 

     （H24年度 1回、H25年度 2回） 

        (4)生涯を通じた心身の健康づくり 

    ・乳がん、子宮がん検診の実施【保健福祉局健康づくり支援課】（※再掲 第１章１） 

     （H24年度 乳がん検診29,759人、子宮がん検診32,936人 

H25年度 乳がん検診30,897人、子宮がん検診31,773人）     

・歯周疾患検診の実施【保健福祉局地域保健課】 

     （妊婦受診者数 H24年度 4,220人、H25年度 4,144人）（※再掲 第１章 １(3)） 

    ・各種相談の実施（※再掲 第１章 １(7)）【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・配偶者暴力相談支援センターの運営【市民参画推進局男女共同参画課】 

 

第第第第 4444 章章章章：：：：特色ある教育の推進特色ある教育の推進特色ある教育の推進特色ある教育の推進    

 １．特色ある神戸の教育の推進 

  (1)幼児教育の推進 

    ①幼稚園教育の充実（※再掲 第 2章 4(6)） 

・幼稚園児の9割弱を占める私立幼稚園の保護者の負担軽減（就園奨励助成金の支給）を図

った。（※再掲 第 2章 4(6)）【こども家庭局事業課】 

・ＡＥＤ設置助成【こども家庭局事業課】 

 （H24年度 51園、H25年度 48園）  

・公立幼稚園における全園2年保育の実施【教育委員会事務局教育企画課】 

     ・幼稚園教育理解推進地区別研究協議会及び報告会の開催【教育委員会事務局指導課】 

 （H24・25年度 年 4回） 

・幼児期における躾（しつけ）実践モデル事業実施【教育委員会事務局指導課】 

      （H25年度 モデル園9園） 

     ・幼稚園新規採用教員研修会の実施【教育委員会事務局総合教育センター】 

      （H24・25年度 10回） 

     ・公・私・幼・保幼児教育合同研修会の開催【教育委員会事務局総合教育センター】 

      （H24・25年度 2回） 

    ②家庭・地域・幼稚園の連携 

     ・みんなの幼稚園事業（※再掲 第 2章 1(4)） 

      【こども家庭局事業課】【教育委員会事務局指導課】 

      （H24年度 市立43園、私立64園、H25年度 市立42園、私立64園） 

     ・子育てサークル支援事業（※再掲 第 2章 １(4)）【教育委員会事務局指導課】 

      （H24年度 13グループ、H25年度15グループ） 

    ③幼保小の連携推進【教育委員会事務局指導課】 

     ・幼稚園と小学校の教員の研修を実施 

      （教育内容や指導方法の在り方について互いに学びあい、理解しあうことにより、就学前

教育と小学校教育の接続や連続性を考慮した教育を推進） 

     ・市立幼稚園と小学校の連携 
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      （H24年度 100％（43園）、H25年度 100％（42園）） 

     ・小学校のオープンスクールを全市で実施し、幼保小が連携して、小１プロブレムの解消に

向け全市的に取り組む 

    ④情報発信する幼稚園【教育委員会事務局指導課】 

     ・市立幼稚園のホームページの開設状況（42園（全園）開設） 

     ・市立幼稚園のホームページの更新頻度（週１回以上） 

（H24年度 34.9％、H25年度 64.3％） 

    ⑤教育・保育環境の改善【教育委員会事務局指導課】 

     ・個に応じた創意ある教育の推進（幼稚園児の個に応じた教育の実践を支援） 

  (2)分かる授業の推進と学力の向上【教育委員会事務局】 

    ①学習指導標準「神戸スタンダード」の推進【指導課】 

     ・各学校が充実した教育課程を編成するための「神戸市教育課程基準」 

     ・児童生徒が知識・技能の確実な定着を図るための「神戸ミニマム」 

     ・児童生徒が知識・技能を活用する力を向上させるための「活用力アップ授業実践事例集」 

    ②神戸らしい特色ある教育の推進【指導課】【生涯学習課】【教育企画課】 

     ・小中高等学校での成長段階にあわせた「キャリア教育」の推進 

     ・「トライやる・ウィーク」推進事業の実施（中学校2年生） 

      （H24年度 4,939箇所・延べ14,653人、H25年度 4,928箇所・延べ14,237人） 

     ・市民専門講師の配置（全市立高校で実施） 

     ・ゲストティーチャー制度（全小・中学校で展開） 

     ・「その道の達人」に学ぶ体験講座の実施 

      （H24年度 65講座、H25年度 78講座） 

     ・「大人・親の働く姿を見せる運動」の展開 

      （「子ども参観日」の普及・啓発等） 

      （H24年度 民間企業での実施状況 16社、子どもの参加者数365人、 

            市役所での実施状況 27箇所、子どもの参加者数97人） 

（H25年度 民間企業での実施状況 14社、子どもの参加者数564人、 

            市役所での実施状況 31箇所、子どもの参加者数129人） 

     ・総合的な学習の時間（神戸っ子とびっきりタイム）による多様な教育活動支援 

・「ＫＥＭＳ環境活動」推進校として、ＥＣＯコンクールにおいて各校が取り組みや成果を

発表、環境活動を推進（小学校6校・中学校5校・高等学校1校・特別支援学校1校） 

    ③分かる授業推進プランの充実【指導課】 

     ・分かる授業・楽しい学校づくりの推進（分かる授業を推進するための各学校における授業改

善、教えるプロの育成、独自教材等の開発及び家庭教育支援・地域力の活用） 

    ④国語力の育成・言語活動の充実【指導課】 

     ・「神戸まとめの達人運動」の推進 

     ・「読んで 考えて まとめながら 書く」指導の徹底 

      （小学校）「ことばひろがるよみときブック」の活用 

（H24・25年度166校（100％）） 

      （中学校）「神戸まとめの達人」（資料集）の活用 

           （H24年度 67校（81.7％）、H25年度 61校（74.4％）） 
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     ・読書活動の充実 

      （H24年度 朝の読書 小学校166校（100％）、中学校76校（92.7％）） 

       H25年度 朝の読書 小学校166校（100％）、中学校77校（93.9％）） 

     ・各図書館における「おきしお文庫」コーナーの設置 

      （故置塩壽氏の寄付による「神戸市置塩子ども育成基金」を活用、小学校の調べ学習に役

立つ図書の充実） 

    ⑤理数教育・情報教育の推進【指導課】【教育企画課】 

     ・理科教育の推進、理数教育における指導形態の工夫 

     ・算数・数学教育の推進 

     ・児童生徒のＩＣＴ活用能力の育成 

     ・教員のＩＣＴ指導力の向上 

     ・教員研修の実施 

     ・教育の情報化の推進 

      （教育用コンピュータ 小・中学校 約 11,000台） 

     ・神戸市情報教育基盤サービスの導入 

      （教員用コンピュータ 小・中学校 約 7,000台） 

     ・学校園ＨＰ（ＣＭＳ）による情報発信 

    ⑥小中連携教育・校種間教育の推進【指導課】 

     ・小中一貫カリキュラムの活用推進（教科拠点地区の設置 ～H25） 

     ・市立幼稚園と小学校の連携（※再掲 (1)） 

      （H24年度 100％（43園）、H25年度 100％（42園）） 

     ・中高連携推進 

     ・小中学校と特別支援学校の連携推進 

  (3)英語教育と国際理解教育の推進 

    ①小中一貫英語教育の推進【教育委員会事務局指導課】 

     ・英語教育の推進事業（外国人英語指導助手（ALT）を小・中・高・特別支援学校全校に配置） 

      （外国人英語指導助手（ALT）H24年度 121人、H25年度 121人） 

     ・小学校英語活動の実施（中学校配置の外国人英語指導助手（ALT）を校区内小学校に派遣） 

      （H24・25年度 年間3・4年生に7時間、5・6年生に12時間) 

    ②国際理解・多文化共生教育と国際交流の推進 

     ・「イングリッシュ・サポーター制度」【教育委員会事務局指導課】 

      （全小学校にて、大学生あるいは英語に堪能な地域人材を派遣） 

      （年間の派遣時間 H24・25年度5時間） 

     ・「地球っ子プログラム」【教育委員会事務局指導課】 

（全小学校において、外国人講師を招き国際理解教育を推進） 

      （H20年度より、1校あたり年間4時間） 

     ・帰国外国人児童生徒支援【教育委員会事務局指導課】 

（通訳、翻訳、日本語指導の補助等ボランティアの派遣） 

      （派遣回数 H24年度 724回、H25年度800回） 

     ・ＪＳＬ教室の実施【教育委員会事務局指導課】 

（日本語指導が必要な生徒に対し、日本語指導ボランティアが指導） 
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      （H19年度より、入門・移行期クラス 各週5回継続実施） 

     ・姉妹都市等との中高校生の相互派遣【教育委員会事務局指導課】 

      （中学生 神戸・ブリスベン教育交流 H24・25年度6人派遣6人受入） 

      （高校生 シアトル教育交流 H24年度10人派遣6人受入） 

H25年度 10人派遣10人受入） 

     ・韓国（中高生）との国際交流事業【こども青少年課】 

      （仁川市：H24年度12人受入、H25年度12人派遣） 

      （大邱市：H24年度19人派遣、H25年度20人受入） 

     ・青少年国際交流キャンプ【こども青少年課】 

      （H24年度 外国人学校48人 日本人学校48人 

H25年度 外国人学校42人 日本人学校37人） 

  (4)楽しい学校の推進【教育委員会事務局】 

    ①「こうべっ子 豊かな心育成プラン」の推進【指導課】 

     ・「こうべっ子 豊かな心育成プラン」の策定 

      ○ 道徳教育        情報モラル教育の推進 

○ 体験活動や自主的活動  児童生徒の自主的活動の推進 

○ 人権教育        校種を超えた「区域別人権教育」の推進 

○ 読書活動        本とのふれあい事業の推進 

○ 家庭・地域の連携    地域での健全育成活動の推進 

     ・「あいさつ・手伝い運動」のスローガン決定 

      『元気にあいさつ神戸っ子 笑顔で手伝い自分から』 

     ・「あいさつソング「ほら、つながった♪」」の普及啓発 

      あいさつ運動を進めるため、歌詞を市民より公募し「あいさつソング」を制作 

     ・標語「神戸っ子（こうべっこ）チャレンジ10」の浸透を図る 

      神戸の子どもたちの学力の向上や規則正しい生活習慣の定着を図るため、市内の小・中学

生から標語を募集・選定し、「神戸っ子チャレンジ10」として家庭・保護者へ周知 

・中学生地域フォーラム 

      中学生が主体となり、校区内の地域団体等と地域の課題等の話し合いを実施。ボランティ

ア活動の周知を目的に中学生がデザインした各校の「おきしおフラッグ」を作成、活用。 

     ・「いじめ０（ゼロ）」をめざして、中学生議会における生徒たちの「いじめのない明るい

学校づくり宣言」 

 ②人権教育の推進【人権教育課】 

     ・人権教育に関する教材・資料の作成、配布（対象校種全校園に配布） 

     ・幼・小・中・高等学校及び特別支援学校の校園長、教頭及び教員に対する人権教育につい

ての研修の実施 

      （H24年度 19回、H25年度 22回） 

     ・校種を超えた学校園間による、地域に密着した区域別人権教育の研究実践事業等の実施 

      （H24年度 308校園・44区域、H25年度 309校園・44区域） 

     ・人権課題にかかる視聴覚教材の貸し出し 

      （H24年度 55校、H25年度 45校） 

     ・「人権の花」運動の実施 
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      （H24・25年度 小学校10校） 

    ③「こうべっ子 健康・体力向上プラン」の推進【健康教育課】【スポーツ体育課】 

     ・健康診断等を年1回実施。児童・生徒の体力・健康の実態を把握し、学校における健康教

育及び保健体育の指標としている 

     ・学校保健委員会の開催 

     ・学校と保護者の連携による、食生活問題への継続的な取組と指導の実施 

     ・食指導推進事業（※再掲 第 2章 2(2)） 

      （H24 年度 栄養教諭派遣 未配置校 97 校（内 24校センター校）に対し、延べ 129 校）

H25年度 栄養教諭派遣 未配置校97校（内24校センター校）に対し、延べ129校） 

     ・発達段階に応じた食育の推進 

      （「食に関する指導の全体計画」を全小学校で策定） 

      （H24・25年度 166校（100％） 

     ・「神戸市中学校給食の実施概要」の策定 

（教育委員会が献立・食材調達、調理等を民間事業者に委託） 

・給食の予約申込、給食費の徴収・管理等を行う給食予約管理システムの導入 

     ・体力アップ重点校の指定 

      （H24・25年度 10校） 

     ・「こうべっ子チャレンジ！新体力テスト」 

      （H24年度 4～6年生39,399人、H25年度 4～6年生39,213人） 

     ・神戸市小学生陸上記録大会の実施 

      （H24年度 9,077人、H25年度 8,730人） 

     ・少年団活動の実施 

      （H24年度 19,652人、H25年度 17,628人） 

     ・小学校スポーツ協会への支援 

      （H24年度 41,529人、H25年度 40,037人） 

・ブロック拠点校方式部活動の実施 

（H24年度 個人8種目、団体1種目、30校 49部 208人） 

H25年度 個人8種目、団体1種目、31校 51部 221人） 

 ・外部指導員の派遣 

      （H24年度 79校 203人、H25年度 75校 181人） 

     ・結核、尿、心臓病、せき柱側わん症の検診等の健康診断及び事後措置（各年1回） 

     ・教職員を対象にした心の健康相談の実施 

      （H24年度 12回、H25年度 8回） 

     ・教職員ケーススタディー研修の実施 

      （H24年度 11回、H25年度 11回） 

    ④いじめ・不登校対策等の充実【指導課】 

     ・いじめ防止対策の充実（「神戸市いじめ防止等のための基本的な方針」の策定、「いじめを

許さない学級・学校づくり」の推進、「思いやり、勇気あふれる学級・学校づくり」の推

進、スクールカウンセラーを全中学校区に原則2名配置し、小学校への配置を拡充し、全

学校園の教育相談に対応する体制整備、教員への研修、関係機関による教育相談体制の整

備、いじめ・体罰ホットライン 24 時間電話相談、神戸市中学生議会による「いじめのな
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い明るい学校づくり宣言」の採択） 

     ・不登校対策の充実（ＩＣＴ活用による学習支援と学校復帰に向けての支援プログラムの作

成・配布、適応指導教室による学習支援とくすのきネットワーク事業の充実、小中学校の

効果的な情報交換会の実施、不登校の状態にある児童生徒への適切な働きかけと教育相談

の充実、スクールカウンセラーの配置（いじめ防止の充実と共通）） 

      （不登校児童生徒及び発現率 H24年度 小学校130人（0.17％）、中学校939人（2.55％） 

                    H25年度 集計中） 

    ⑤安全教育・防犯教育の推進【指導課】 

     ・震災の教訓を、直接体験のない児童生徒に継承していく取組の実施や心の教育の推進（副

読本を活用した防災教育の推進、地域（防災福祉コミュニティ）と連携した活動、1.17前

後の震災体験を風化させない取組、震災をきっかけに今も続く他都市との交流、防災教育

を通じた倫理面の育成等）（全小･中学校で実施） 

    ⑥部活動の充実【スポーツ体育課】 

     ・外部指導員の充実 

      （招聘人数H24年度79校 203人、H25年度 75校 181人） 

     ・ブロック拠点校部活動制度の実施（※再掲 ③） 

      （H24年度 個人8種目、団体1種目、30校（含高等学校）49部 208人 

H25年度 個人8種目、団体1種目、31校（含高等学校）51部 221人） 

     ・安全な部活動の推進（安全な部活動のための研修会を年１回開催） 

     ・ヴィッセル神戸によるスポーツ教室の開催 

（H24年度 9校、H25年度4校）） 

・兵庫ストークスによる学校訪問  

（H24年度 中学校4校・小学校2校、H25年度 中学校7校・小学校8校） 

⑦トップアスリートの活用 

     ・ヴィッセル神戸による学校訪問授業「夢で逢えたら」 

      （H24年度 4校 12クラス、H25年度 5校 16クラス） 

     ・ヴィッセル神戸による「Goal for Smile」の実施 

      （H24・25年度市内全166校） 

     ・日本サッカー協会による「夢の教室」（ユメセン）の開催 

（H24年度 10校 21クラス、H25年度6校 14クラス） 

   (5)特別支援教育の充実【特別支援教育課】 

    ①特別支援教育の充実 

     ・校内委員会の設置、全市立幼稚園、小・中学校、特別支援学校、高等学校における「特別

支援教育コーディネーター」の指名 

     ・「特別支援教育コーディネーター」養成研修の実施 

      （H24年度 227人参加・修了者累計922人、H25年度 226人参加・修了者累計1029人） 

     ・個別の教育支援計画研究会（「個別の教育支援計画策定検討委員会」）の開催。報告書とし

て「個別の教育支援計画の作成と活用」を刊行（H21.3）。市立特別支援学校6校で「学び

の支援ネットワークプラン（個別の教育支援計画）推進委員会」を年3回開催し、さらな

る活用の充実を目指す。 

     ・「こうべ学びの支援センター」の運営 
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      （H24年度 相談受付1425件、うち面接・検査受付333件 

H25年度 相談受付2163件、うち面接・検査受付396件） 

     ・「ＬＤ等への特別支援事業」の実施 

      （H24年度 小学校28校・中学校7校、H25年度 小学校26校・中学校9校） 

     ・特別支援学校高等部における産業現場での実習の実施 

     ・中学校特別支援学級での合同作業学習の実施 

      （H24年度 74校 290人 8箇所、H25年度 76校 342人 8箇所） 

    ②特別支援教育の啓発 

     ・特別支援学校等における地域交流活動支援事業の実施 

      （H24年度 17回、H25年度 36回）） 

     ・「保護者研修のつどい」開催 

      （H24年度 3回、H25年度 3回） 

  (6)高等教育等の充実【指導課】【学校計画課】 

    ①特色ある高校教育の展開 

   ・六甲アイランド高校では、ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）研究開発事業の指

定を受け、地域特性（医療産業都市等）を生かし、大学や企業と連携を図り、世界に通用

する技術者・科学者のタマゴの育成の取り組みを実施。 

・神戸の特色を活かした産学民公連携や課題解決型学習など具体的な教育内容を検討するた

めの実施計画検討会の開催（H25新規） 

 

 ２．学校・教職員の力の向上【教育委員会事務局】 

  (1)魅力ある教員の養成【総合教育センター】 

    ・OJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）の活性化による指導力の向上 

    ・研修体系の見直し 

    ・神戸教師塾による自主的な研修の場の提供 

     （若手教員・神戸教師塾 H24年度 登録者数242名、151回、参加者数1,248名） 

H25年度 83回、参加者数 791 名 ※H25は登録制を廃止） 

（授業づくりセミナー  H25年度 講座数20講座71回、参加者数1,601名） 

     （中堅教員・神戸教師塾 H24年度 登録者数188名 6回、参加者数253名） 

H25年度 登録者数148名 6回、参加者数157名） 

    ・授業づくりコーナーの充実 

     （利用者数 H24年度 4,452名、H25年度3,671名） 

  (2)「神戸パイロットスクール」による研究実践【指導課】 

    ・神戸パイロットスクール事業推進校園の指定 

     （H24年度 幼稚園1、小学校2、中学校3、高等学校2、特別支援学校2、計10校園） 

H25年度 幼稚園1、小学校5、中学校2、高等学校2、特別支援学校2、計12校園） 

  (3)安全・安心な学校づくり【学校整備課】 

    ・学校施設の新増改築 

     （H24年度 小学校2校・中学校2校、H25年度 該当なし） 

    ・耐震補強 

     （H24年度 小学校1校、中学校2校、 
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           H25.3小中学校の耐震化率98.7％（一部改築予定校を除き完了） 

              幼稚園の耐震化率100％） 

      H25年度 実施なし（一部改築予定校を除き完了のため） 

    ・非構造部材の耐震化 

     （H25年度 小学校1校・中学校1校） 

    ・エレベーター設置 

     （H24年度 小学校10校・中学校7校、H25年度 小学校7校・中学校2校） 

・普通教室空調整備 

     （H25年度 中学校65校・高等学校1校） 

    ・トイレ老朽化改修・洋式化 

（H25年度 小学校19校・中学校10校） 

   (4)市立学校園の教育環境の充実【教育企画課】 

    ・高校生等に対する奨学金（神戸市奨学金）の実施 

     （H24年度 3,276人、H25年度 3,307人） 

    ・大学生等に対する奨学金（神戸市大学奨学金）の実施 

     （H24年度 12人、H25年度 14人） 

    ・就学援助の実施 

（H24年度 小学校17,367人、中学校10,014人 

      H25年度 小学校15,356人、中学校9,238人） 

 

 ３．子どもの未来を応援する仕組みづくり 

  (1)情報発信する学校【指導課】 

    ①学校からの情報発信 

     ・学校だよりや学校ホームページ等の充実 

     ・授業公開ウィーク（デイズ）の充実 

     ・ＫＯＢＥ教育フォーラムの実施 

    ②学校評価制度・学校評議員制度の充実 

     ・全学校園における学校評価の実施及び評価結果の公表 

     ・全学校園における学校評議員会の設置及び運営 

  (2)家庭・地域・学校の連携と学校運営への協働・参画 

    ①家庭教育支援の充実【教育委員会事務局生涯学習課】 

     ・市内 7 公民館で、子育ての不安や悩みを軽減する教育セミナー、3 歳児をもつ親と子の教

室、保護者のリフレッシュを目的とした講座などを実施 

      （H24年度 96講座・H25年度 93講座） 

     ・就学時検診等の機会を活用した子育て講座の実施 

      （H24年度 165校、H25年度 162校） 

     ・思春期子育て講座の実施 

      （H24年度 145校、H25年度 149校） 

     ・ふれあい懇話会（非行防止にかかわる活動、安全対策活動、その他の健全育成活動） 

・「家族が熱い一週間」事業の実施【こども家庭局こども青少年課】 

      「絵画・ポスター・絵手紙コンクール」の実施 
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      キャンペーン紙の発行 

      （H24年度 発行回数2回 発行部数17.4万部 

       H25年度 発行回数2回 発行部数17.4万部） 

②地域ぐるみの子どもの育成【教育委員会事務局生涯学習課】 

     ・家庭・地域・学校の連携（ゲストティーチャー、学校図書館、総合型スポーツクラブ、マ

ナビィひろば事業等で保護者や地域の参加を促進、PTA活動に父親の参加を促す） 

    ③大学、企業、NPO等との連携強化【教育委員会事務局】 

     ・「学生スクールサポーター制度」への大学生の活用【生涯学習課】 

      （H24年度 配置校数：小学校162・中学校61、連携大学数52、登録者数635） 

H25年度 配置校数：小学校164・中学校62、連携大学数53、登録者数658） 

     ・「神戸市キャリア教育人材バンク」から小中学校への社会人講師の派遣【指導課】 

     ・企業やNPO法人関係者の神戸市立学校「ゲストティーチャー制度」への参加【生涯学習課】 

    ④ＰＴＡ活動の充実【教育委員会事務局生涯学習課】 

     ・学校単位ＰＴＡを核として、地域で気軽に話し合える身近な場作りを進めるよう、情報発

信等の支援を実施 

     ・ＰＴＡ役員研修の実施 

      （H24年度 前期3回・後期3回、H25年度 前期2回・後期3回） 

     ・「おやじの会」への支援 

（結成団体数 H24年度 32団体、H25年度 22団体） 

     ・神戸市ＰＴＡ協議会役員と教育委員による意見交換会を実施 

      （H25年度 1回） 

    ⑤｢神戸っ子応援団」事業の実施【こども家庭局こども青少年課】 

     ・家庭・地域・学校・神戸市が一体となって、「地域ぐるみで子どもたちの健やかな育ちを応

援する」ことを目的とした「神戸っ子応援団」事業の推進 

      （H24年度 35中学校区で立ち上げ、H25年度 14中学校区で立ち上げ） 

    ⑥教育・地域連携センターの拡充及びボランティアシステムの充実 

     【教育委員会事務局生涯学習課】 

     ・人材バンク 

      （H24年度 登録者数871人、支援成立件数61件 

H25年度 登録者数1,021人、支援成立件数95件） 

 

 ４．生涯学習の推進【教育委員会事務局】 

  (1)市民自ら学べる生涯学習環境づくり【生涯学習課】 

    ・「あじさい市民大学」の合同募集パンフレットの作成 

     （H24・25年度 2回） 

    ・PTA役員研修の実施 

     （H24年度 前期3回・後期3回 

      H25年度 前期2回・後期3回） 

    ・学校施設開放事業 

     （学校施設を地域住民に開放し、地域の生涯学習の拠点とする） 

     （H24年度 文化施設（市民図書館、開放教室）155 
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      体育施設（運動場、体育館、プール、幼稚園園庭）520） 

H25年度 文化施設（市民図書館、開放教室）154 

           体育施設（運動場、体育館、プール、幼稚園園庭）520） 

    ・市内7公民館で人権に関する研修会等を実施したほか、国際理解のための市民講座やPTA対

象の講演会を開催 

     （H24年度 公民館27事業、国際理解のための市民講座3回、PTA対象の講演会1回 

H25年度 公民館22事業、国際理解のための市民講座2回、PTA対象の講演会1回） 

  (2)生涯学習の成果を社会に還元する仕組みづくり【生涯学習課】 

    ・小学校を拠点とした地域住民による多世代体験型事業「マナビィひろば事業」の実施 

     （H24年度 39校、H25年度 39校）  

    ・「読み聞かせびと養成講座」の開催 

    ・子ども読書活動の推進 

     （子どもの読書週間行事の開催 H24年度 延べ1,008人、H25年度 延べ1,008人） 

    ・「ＫＯＢＥまなびすとネット」生涯学習市民講師登録制度の運営 

     （H24年度 講師登録約532人、紹介件数2,712件 

H25年度 講師登録約536人、紹介件数2,715件） 

  (3)博物館・図書館・公民館等の活用を通じた生涯学習の推進 

    ・博物館での特別展・企画展の開催【博物館】 

     （H24年度 特別展4回、企画展2回、学校園の見学217校園、出張授業111校、 

     子ども向け普及事業27回 881人 

H25年度 特別展2回、企画展0回、学校園の見学109校園、出張授業128校、 

子ども向け普及事業11回 236人) 

    ・小磯記念美術館での特別展・企画展の開催【小磯記念美術館】 

     （H24年度 特別展3回、小磯良平作品選3回、コレクション企画展示1回、 

           学校園の鑑賞69校、出張授業45校、鑑賞ガイド利用57校、 

子どものための美術講座27回 1,372人 

H25年度 特別展3回、小磯良平作品選4回、コレクション企画展示2回、 

           学校園の鑑賞57校、出張授業51校、鑑賞ガイド利用38校、 

子どものための美術講座20回 862人） 

・図書館機能の充実・サービス向上【中央図書館】 

・最大の面積、蔵書数の「東灘図書館」の移転開館（H25年 9月） 

・地域図書館ごとのテーマで収集した「おきしお文庫」コーナーを設置（11ヶ所） 

・予約図書の受取り、返却等ができる「予約図書受取コーナー」を図書館から離れた地域の市

民図書室に設置（2ヶ所） 

    ・市内7公民館で、家庭教育支援講座や、学校の長期休業期間中に児童・生徒を対象としたサ

マースクールを実施【生涯学習課】 

（H24年度 家庭教育支援講座29講座、サマースクール151教室 

H25年度 家庭教育支援講座93講座、サマースクール105教室） 

    ・青少年科学館での科学に親しみを覚える環境と機会を創る場の提供【生涯学習課】 

     （H24年度 特別展の開催：9,064人、青少年のための科学の祭典：4,849人、 

            鉄道模型と遊ぼう：13,918人 
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H25年度 特別展の開催：17,955人、青少年のための科学の祭典：4,025人、 

                  鉄道模型と遊ぼう：10,252人） 

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）との連携による講座等の開催（H25年度766人） 

    ・生涯学習支援センターの運営【生涯学習課】 

     （学習情報の提供、学習活動への支援、人材の育成と活用、学習・発表の場の提供） 

     （入館者数 H24年度 364,591人、H25年度 356,346人） 

  (4)スポーツの振興【スポーツ体育課】 

    ・クラブハウスの整備 

    ・スポーツクラブの魅力づくり（指導者の派遣事業、交流大会の開催、クラブフラッグの作成、

スポーツ観戦機会の拡充等） 

    ・スポーツクラブ間の連携の推進（各区連絡協議会、全市連絡協議会等） 

    ・中央体育館、王子スポーツセンター、地区体育館が中心となった育成支援 

    ・全県スポーツ大会（あじさいロードレース）の開催 

・文化系発表会（ＫＯＢＥあじさいフェスタ）の開催 

    ・神戸マラソンの開催 

   (5)文化財や伝統文化等の保存・継承【文化財課】 

    ・埋蔵文化財センター等における企画展の開催、親子で体験考古学講座・出張考古学講座等の開

催 

     （H24年度 企画展：春季・夏季・秋季・冬季各1回 延べ30,161人、 

           親子で体験考古学講座：7回 延べ515人、 

           出張考古学講座・出張授業：23校 延べ2,343人、能・狂言体験講座:38人 

H25年度 企画展：春季・夏季・秋季・冬季各1回 延べ27,762人、 

           親子で体験考古学講座：8回 延べ545人、 

           出張考古学講座・出張授業：24校 延べ1,945人、 

能・狂言体験講座:36人） 

 

第第第第 5555 章：子どもの安全・安心の確保と生活環境の整備章：子どもの安全・安心の確保と生活環境の整備章：子どもの安全・安心の確保と生活環境の整備章：子どもの安全・安心の確保と生活環境の整備    

 １．子どもの安全の確保 

  (1)交通安全の確保【危機管理室交通安全担当】【教育委員会事務局指導課】 

    ・交通専門部会の開催 

     （H24・25年度 年 5回） 

    ・交通安全教室開催の推進 

    ・通学路の確認と安全指導の実施 

  (2)子どもを犯罪等から守る活動の推進【教育委員会事務局】 

    ・教職員や児童生徒の緊急時の対応能力の向上【指導課】 

    ・新一年生、転校生等に防犯ブザーの貸与【学校整備課】 

     （H24年度 17,200個、H25年度 16,900個） 

    ・保護者、地域住民及び関係機関と連携した地域ぐるみの安全対策の推進【指導課】 

     （小学校毎に組織された166校の「子ども見守り活動隊」を対象とした、スクールガードリ

ーダー（防犯の専門家）によるスキルアップ教室を隔年で実施するとともに、実践的な防犯

教室を全ての幼稚園、小・中学校に対し実施） 
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    ・教職員、地域、保護者等に対する安全管理研修の実施（５回）【健康教育課】 

     （H24年度 848名、H25年度 925名） 

  (3)防災教育の充実【教育委員会事務局指導課】 

    ・震災の教訓を、直接体験のない児童生徒に継承していく取組の実施や心の教育の推進 

     （東日本大震災をはじめ、現在の自然災害に対応できる内容を盛り込み、平成25年度に全面

改訂された副読本「しあわせ はこぼう」を活用した防災教育の推進、地域（防災福祉コミ

ュニティ）と連携した活動、1.17前後の震災体験を風化させない取組、震災をきっかけに今

も続く他都市との交流、防災教育を通じた倫理面の育成等）（全小･中学校で実施） 

    ・「新たな神戸の防災教育検討委員会（H24年度）」からの提言を受け、16校園を神戸発『生き

る力』を育む防災教育推進事業の実践研究校園に指定、防災教育を推進（H25新規）。 

 

２．住宅での子育て支援の推進【住宅都市局】 

  (1)市営住宅を活用した子育て支援【住宅管理課】 

    ＜特定目的住宅＞ 

     5月と 10月の定時募集において、「母子・父子世帯向住宅」、「多子世帯向住宅」、高齢化率の

高い団地や郊外の団地における若年・子育て世帯を対象とした「若年・子育て世帯向住宅」、

「子育て世帯向期限付き入居住宅」といった特定目的住宅募集や、母子・父子、多子、若年

世帯等に対する一般住宅における抽選時の優遇措置を実施。 

     （H24年度 「母子・父子世帯向住宅」34戸、「多子世帯向住宅」13戸、「若年・子育て世帯

向住宅」49戸、「子育て世帯向期限付き入居住宅」10戸 計 106戸を募集 

H25 年度 「母子・父子世帯向住宅」39 戸、「多子世帯向住宅」8 戸、「若年・子育て世帯

向住宅」40戸、「子育て世帯向期限付き入居住宅」10戸 計 97戸を募集） 

    ＜住み替え支援制度＞ 

     市営住宅のストックを活用した「子育て支援」の一環として、狭い住宅に住む子育て世帯に

対する住み替え制度の実施（まず、広い住宅（概ね 65 ㎡以上）に少人数で入居している世

帯に適正規模（概ね 50 ㎡程度）の住宅への住み替えを斡旋し、提供を受けた広い住宅を使

い、市営住宅に住む子育て世帯を対象に住み替え募集を行う。） 

     （H24年度 1回目 申込資格のある子育て世帯282件へ募集案内を送付、 

              13戸の住宅を募集し、3戸が住み替え 

      H24年度 2回目 申込資格のある子育て世帯666件へ募集案内を送付、 

        14戸の住宅を募集し、6戸が住み替え 

H25年度    申込資格のある子育て世帯756件へ募集案内を送付、 

        11戸の住宅を募集し、3戸が住み替え 

 ＜入居収入要件の緩和＞ 

     小学校就学前児童のいる世帯につき、入居収入基準である政令月収額の上限を緩和 

    ＜ポイント方式による募集＞ 

より住宅に困窮している世帯が市営住宅に入居できるよう、H23 年度から定時募集の一部の

住宅で、住宅困窮の程度を点数化（母子・父子、子育て世帯の場合加点有）し、総合点の高

い世帯の中から入居者を選定するポイント方式を実施 

（H24年度募集戸数130戸、H25年度募集戸数210戸） 

  (2)特定優良賃貸住宅を活用した子育て支援【住宅政策課】 
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    ・特定優良賃貸住宅の本来の入居資格を有していない子育て世帯について、入居要件を緩和す

る配慮入居制度の実施 

     （H24年度 5戸、H25年度 15戸） 

    ・特定優良賃貸住宅に新たに入居する子育て世帯に対し、入居から最大5年間の家賃補助を行

う「子育て支援補助制度」の実施。 

     （入居世帯数 H24年度 168戸、H25年度149戸） 

  (3)民間事業者等と連携した子育て支援【住宅政策課】 

    ・子育て応援マンション 

     （子育て環境に配慮した構造や施設、サービスを備えた良質なマンションについて、「子育て

応援マンション」として認定） 

    ・あんしん賃貸住宅事業 

     （兵庫県が子育て世帯等の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の登録や情報提供を行う「ひょ

うごあんしん賃貸住宅事業」を実施しており、神戸市すまいの安心支援センターでも情報を

提供） 

    ・神戸市すまいの安心支援センターにおける住み替え支援 

     （神戸市すまいの安心支援センター（すまいるネット）で、公的・民間住宅情報や住まいに

関する各種制度情報を提供） 

(4) 親・子世帯の近居・同居住み替え助成【住宅政策課】（※再掲 第２章4 (7)） 

    （小学校入学前の子どもがいる子世帯とその親世帯が近くに住み替える際の引越し代を助成 

     助成内容：移転した世帯が支払った引越し代の半額（上限10万円））（H25新規） 

    （H25年度 申請件数：54件） 

 

 ３．交通バリアフリーの推進 

  (1)歩道橋のバリアフリー化【建設局工務課】 

    ・歩道橋撤去（代替路となる横断歩道の設置状況、地元合意、利用状況等を勘案） 

     （H25年度１橋） 

  (2)歩道のバリアフリー化 

    ・重点整備地区以外の生活に密着した歩道について，障がい者や地域の方とともに点検し、 

     歩道の段差や波打ちを解消するとともに、坂道では手すりを設置するなど、誰もが歩きやす

い歩道として整備【建設局工務課】 

     （波打ち歩道の解消 H24年度 7路線、H25年度 7路線）     

・小学校の通学路を中心に市民、所轄警察署、道路管理者が合同で、道路の安全性やバリアフ

リーについて点検を行い、点検で抽出した問題点を改善する「交通安全総点検」を各区１地

区で実施。また、小学生と行う時は、点検の前には職員が安全・安心なみちづくりに関する

講義（みち・みず・みどりの学校）を実施（124地区）【建設局計画課、工務課 】 

    ・既設の点字誘導ブロックのJIS規格化改修【交通局施設管理課建築係】 

      (H24年度 長田駅、西神南駅                           

H25年度 伊川谷駅、妙法寺駅） 

 (3)公共交通の対応 

    ＜民間事業者＞【保健福祉局計画調整課】 

     ・鉄道駅舎エレベーター等設置補助 
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      （H24年度 JR三ノ宮駅：内方線1式等、JR神戸駅：内方線1式等 

            山陽西代駅：内方線1式、山陽板宿駅：内方線1式 

H25年度 JR摂津本山駅：1式、JR住吉駅：1式等、 

JR元町駅：1式等、JR新長田駅：1式等、 

神鉄西鈴蘭台駅：内方線1式等、神戸新交通住吉駅：多機能WC2基等） 

     ・鉄道駅舎エレベーター整備資金融資 

      （H24・25年度 3事業者に利子補給） 

     ・ノンステップバス導入促進補助 

      （H24年度 山陽バス2台、神姫バス3台、阪急バス1台、みなと観光バス3台 

H25年度 山陽バス7台、神姫バス5台、阪急バス1台) 

    ＜神戸市交通局＞ 

     ・ノンステップバス・ワンステップバスの導入【市バス車両課】 

      （H24年度 ノンステップバス32両を導入 

H24 年度末をもって、市バス全車両が、ノンステップバスかワンステップバスの交通バ

リアフリー法適合車となった。） 

     ・ベビーシートやベビーチェアの設置（地下鉄海岸線は既に全駅設置済）【施設管理課】 

      （H24年度 三宮駅（西）、湊川公園駅（東）、H25年度 伊川谷駅、上沢駅） 

     ・身体障がい者用トイレのオストメイト対応改修【施設管理課】 

      （H24年度 三ノ宮駅（西）、湊川公園駅（東）、中央市場前駅 

H25年度 伊川谷駅、上沢駅） 

     ・エコファミリー制度の実施【営業推進課】 

      （土・日・祝日、年末年始、夏休みに、市バス・地下鉄の料金を、大人1人につき小学生

以下2人まで無料） 

      （H24年度 約 115万人（夏休み期間約31万人） 

       H25年度 約 103万人（夏休み期間約28万人）） 

  (4)都市施設の整備促進【住宅都市局】 

    ・市の建物におけるＵＤの理念に基づく整備（市有建築物の新・増・改築・改修の際に、だれ

もが利用しやすい環境を整えるため、ＵＤに配慮した整備を推進） 

     （H24年度 学校施設：新築・建て替え4校、エレベーター設置14校 

トイレのバリアフリー化15校、 

               一般施設：新築・増築・改修にあわせたＵＤへの配慮8施設 

H25年度 学校施設：新築1校、耐震補強1校、エレベーター設置9校、 

                トイレのバリアフリー化19校、 

               一般施設：新築・増築・改修にあわせたＵＤへの配慮2施設） 

    ・民間事業者と連携したＵＤへの取り組みの実施 

     （「こうべＵＤ都市づくり交流会」の実施、普及啓発チラシ（UD事例集）の作成、「こうべだ

れでもトイレ」の整備の協力を依頼） 

     （H24年度 11施設（うち民間 2施設）整備、H25年度9施設（うち民間3施設）整備） 

 

 ４．公園の整備等、緑化の推進、緑地の保全 

  (1)公園の整備・管理【建設局緑地課】 
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・都市公園整備状況 

     （H24年度末 住区基幹公園（街区・近隣・地区）1,447箇所 660.1 ha、総合公園ほか 

      173箇所 1974.5ha、一人当たり公園面積17.08㎡、市民公園の認定状況209箇所） 

      H25年度末 住区基幹公園（街区・近隣・地区）1,448箇所 661.8 ha、総合公園ほか 

      173箇所 1974.5ha、一人当たり公園面積17.12㎡㎡、市民公園の認定状況206箇所） 

  (2)緑化の推進【建設局緑地課】 

・花のフェスタやグリーンフェスタなど緑化啓発イベントの開催、市街地の飾花による美しい

まちづくり推進等 

  (3)緑地の保全【建設局森林整備事務所】 

    ・森の小学校・森の学校・摩耶の森クラブなど、市民参加の森づくりの実施等 

    

第第第第 6666 章：要保護児童等への対応章：要保護児童等への対応章：要保護児童等への対応章：要保護児童等への対応    

    １．児童虐待防止対策の充実 

  ①こども家庭支援室の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・こども家庭支援室での相談 

     （H24年度 69,409件、H25年度 61,607件）（※再掲 第１章 2(3)） 

    ・「子育て支援ネットワーク」の活用 

    ・親子グループ療法の実施 

     （H24年度 94回 371組、H25年度 89回 400組） 

    ・すくすくサポート事業の実施 

    ・こども家庭支援室マニュアル第5版を作成（H24.7）、関係機関へ配布 

    ・職員の研修 

     （H24年度 1回参加者50人 派遣13人、H25年度なし 補助金打ち切り） 

  ②こども家庭センターの充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・児童虐待相談受付総件数（H24年度661件、H25年度 589件） 

    ・夜間・休日の相談体制 

    ・被虐待児への適切な援助 

（心理療法等を取り入れ、適切なケアを実施。被虐待児へは個別対応が望ましいことから、

児童福祉施設や里親制度を活用し、効果的に対応） 

    ・保護者への指導・援助 

（再発防止と子どもとの適切な関係づくりのため、臨床心理士、精神科医等の協力を得て、

保護者指導カウンセリング（パパ・ママ・カウンセリング）や医療的支援強化事業（精神障

がいのある保護者に対する援助方針の策定等）を行い、家族の再統合に向けて支援・援助を

実施） 

  ③児童家庭支援センターの充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・区の要保護児童対策地域協議会に参画するなど、地域の関係機関との連携のもと、児童虐待

の防止対策を推進した。 

     （相談延べ件数 H24年度 2,093件、H25年度 2,555件） 

  ④関係機関との連携及び活用【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・児童虐待・非行等対策地域協議会 

     （H24・25年度2回開催） 
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    ・区・要保護児童対策地域協議会 

    ・親子を分離したケースについて被虐待児に適切な処遇が行われるよう、心理療法士や家庭支

援専門相談員の配置、一人部屋の設置、小規模グループケアや家族療法事業実施等、児童福

祉施設の充実を図るとともに、家庭での養育が可能な里親制度の充実を図った。 

 

 ２．ひとり親家庭等への支援の充実 

  ＜母子家庭支援＞ 

  (1)子育て支援・生活の場の整備【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母子自立支援員の配置 

     （母子自立支援員数（婦人相談員と兼務） H24・25年度15名） 

     （母子相談件数 H24年度 17,821件、H25年度 15,954件） 

    ・母子家庭の母の就労について、児童の保育所への入所を優遇するとともに、非課税世帯につ

いては保育料を減免。 

    ・子育てリフレッシュステイ事業の利用料減免 

     （母子家庭・父子家庭・養育者家庭の利用日数（ ）内はその他家庭） 

     （H24年度 利用日数6,450日（4,814日）合計11,264日 

H25年度 利用日数6,177日（4,215日）合計10,392日） 

    ・母子家庭等日常生活支援事業 

     （介護人派遣  H24年度 6件 33日、H25年度 2件 10日 

      保育サービス H24年度 55件 351日、H25年度 38件 160日） 

    ・母子生活支援施設 

     （H25年度末現在 市内7箇所 定員140世帯） 

    ・公営住宅優先入居（母子父子世帯向け市営住宅） 

     （H24年度末 管理戸数1,024戸、うち入居戸数905戸 

H25年度末 管理戸数1,023戸、うち入居戸数892戸） 

    ・母子家庭等生活指導強化事業  

     （H24年度 20回、H25年度 17回） 

  (2)就業支援策【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母子家庭等就業・自立支援センター事業 

     （H24年度 就業相談113日 119人、就業支援セミナー4回 12日 49人、 交流会4回 19人 

H25年度 就業相談116日 72人、就業支援セミナー4回 12日 44人、交流会4回 18人） 

    ・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 

     （H24年度 対象講座18件、給付金支給8件 

      H25年度 対象講座5件、給付金支給12件） 

    ・母子家庭高等技能訓練促進費事業 

     （支給件数 H24年度 113件、H25年度 88件） 

  (3)養育費の確保【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・特別相談事業の実施 

     （H24年度 91件、H25年度 60件） 

  (4)経済的支援 

    ・児童扶養手当の支給【こども家庭局こども家庭支援課】 
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     （H24年度 6,502,638千円、H25年度 6,422,158千円） 

    ・母子福祉資金の貸付【こども家庭局こども家庭支援課】 

     （H24年度 279件 128,772千円、H25年度281件 135,645円） 

    ・配偶者と死別・離別した母子家庭に対し、所得税等の軽減措置として寡婦控除を適用。また

児童扶養手当・遺族年金受給の母子家庭は、一般の金利より優遇されている福祉定期預貯金

制度が利用でき、一定の預金額未満は預金利子を非課税措置【こども家庭局こども家庭支援

課】 

・児童扶養手当を受給している世帯員は、ＪＲ通勤定期の割引制度が利用可能 

    【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母子家庭等医療費助成【こども家庭局総務課】【保健福祉局国保年金医療課】 

     （所得が一定以下の母子家庭等の親と児童及び父母のない児童の保険診療の医療費にかかる

自己負担分の助成。ただし、一部負担金あり。） 

     （H24年度 350,731件 740,537千円、H25年度 332,796件 778,580千円） 

  (5)その他【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・母子婦人短期保護事業（市内7施設） 

     （H24年度 32世帯574日、H25年度 36世帯611日） 

    ・母と子のふれあい事業 

     （H24年度 日帰りバス旅行96名参加、クリスマスケーキ作り等 

      H25年度 日帰りバス旅行等113名参加、クリスマスケーキ作り等） 

    ・母子福祉センターの運営（技能習得や教養講座等の実施） 

     （H24年度 648回延べ7,180人、H25年度717回延べ7,122人） 

    ・各区保健福祉部・支所保健福祉課において相談・情報提供を実施。子育てに関する問題や悩

みについては、保健センター、こども家庭センターや児童家庭支援センターで実施している

ほか、児童館においても相談を実施。 

     （こども家庭支援室における子育てに関する相談件数 

      H24年度 69,409件、H25年度 61,607件）（※再掲 第１章 2(3)） 

  ＜父子家庭支援＞ 

  (1)子育て支援・生活の場の整備【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・保育所への入所優遇、非課税世帯の保育料減免。 

    ・子育てリフレッシュステイ事業の利用料減免（再掲 第６章 2(1)） 

     （母子家庭・父子家庭・養育者家庭の利用日数（ ）内はその他家庭） 

     （H24年度 利用日数6,450日（4,814日）合計11,264日 

H25年度 利用日数6,177日（4,215日）合計10,392日） 

    ・母子家庭等日常生活支援事業（※再掲 第６章 2＜母子家庭支援＞(1)） 

     （介護人派遣 H24・25年度 なし） 

     （保育サービス H24年度 4件 21日、H25年度 2件 10日） 

    ・公営住宅優先入居（母子父子世帯向け市営住宅）（※再掲 第６章 2＜母子家庭支援＞(1)） 

     （H24年度末 管理戸数1,024戸、うち入居戸数905戸、 

      H25年度末 管理戸数1,023戸、うち入居戸数892戸） 

  (2)経済的支援 

    ・児童扶養手当の支給【こども家庭局こども家庭支援課】（※再掲 第６章2 (4)） 
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     （母子家庭に限定されていた支給対象をH22年 8月より父子家庭に拡大） 

     （H24年度 6,502,638千円、H25年度 6,422,158千円） 

    ・父子家庭児童福祉資金の貸付【こども家庭局こども家庭支援課】 

     （H24年度 14件 5,994千円、H25年度 11件 5,810千円） 

    ・母子家庭等医療費助成【こども家庭局総務課】【保健福祉局国保年金医療課】（※再掲 第６

章2 (4)） 

     （所得が一定以下の母子家庭等の親と児童及び父母のない児童の保険診療の医療費にかかる

自己負担分の助成。但し、一部負担金あり） 

    （H24年度 350,731件 740,537千円、H25年度 332,796件 778,580千円） 

  (3)その他【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・各区保健福祉部・支所保健福祉課において相談・情報提供を実施。子育てに関する問題や悩

みについては、保健センター、こども家庭センターや児童家庭支援センターのほか、児童館

においても相談を実施。（※再掲 第１章1(7)、第６章2 (5)＞） 

     （こども家庭支援室での相談のうち、子育てに関する相談件数 

      H24年度 69,409件、H25年度 61,607件）（※再掲 第１章 2(3)） 

 

 ３．障がい児施策の充実 

(1)障がい児施設の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・児童発達支援センター（旧知的障害児通園施設）ひまわり学園・丸山学園・のばら学園 

児童発達支援 H24年度 156人、H25年度 151人 

親子教室   H24年度 50組、H25年度 49組 

    ・児童発達支援センター（旧知的障害児通園施設）あけぼの学園 

      児童発達支援 H24年度 31人、H25年度 27人（生活指導・職業訓練） 

・児童発達支援センター（旧肢体不自由児通園施設）くすのき学園・あじさい学園 

児童発達支援 H24年度 76人、H25年度 79人 

親子教室   H24年度 30組、H25年度 32組（入所前の体験入所含む） 

    ・児童発達支援センター（旧難聴幼児通園施設）ひばり学園 

      児童発達支援 H24年度 12人、H25年度 15人 

      親子教室   H24年度 27人、H25年度 27人（外来診療による個別療育） 

    ・総合療育センター 

自閉症児への自立支援 H24年度 46組、H25年度 51組 

      在宅児へのグループ療育 H24年度 61組、H25年度 53組 

      のばら学園、ひまわり学園へのセラピスト訪問支援 H24年度各6回、H25年度各6回  

(2) 教育委員会との連携強化 

    ・障がい児通園施設・保育振興課・教育連絡会の開催 

     【こども家庭局こども家庭支援課】【振興課】【教育委員会事務局特別支援教育課】 

（H24・25年度 2回） 

    ■保育所【こども家庭局事業課】 

     ・すこやか保育巡回指導 

     ・保育所(園)職員向け研修の実施（発達障がい児への基礎知識、小学校との連携） 

    ■幼稚園【教育委員会事務局】 
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     ・充実した統合保育の推進【指導課】 

      （H24年度 公立幼稚園での統合保育実施園38園、対象幼児258人 

H25年度 公立幼稚園での統合保育実施園35園、対象幼児308人） 

     ・盲学校及び肢体不自由特別支援学校である友生支援学校、垂水養護学校では、幼稚部が設

置され、近隣の幼稚園、保育所・園との交流が進められている。【特別支援教育課】 

    ■学童保育【こども家庭局こども青少年課】 

     ・学童保育の受け入れ要件の緩和（自力来退館、児童館での自力での身辺整理の要件を，可

能な限り緩和して障がい児の受け入れに努めている） 

      （H24.5現在 101箇所 204人、H25.5現在 99箇所 187人） 

     ・平成20年度に全児童館での洋式トイレの設置が完了 

     ・新設児童館はスロープと身障者用トイレを設置 

 (3)放課後や夏休み等の支援【保健福祉局障害福祉部障害者支援課】 

    ・短期入所 

     （H24年度 5,810日、H25年度 6,125日）     

・タイムケア事業 

     （H24年度 5箇所（4法人）定員40名、H25年度 5箇所（4法人）定員40名）     

・居宅介護、同行援護・行動援護、移動支援、障害児通所支援（障害児通所支援）の実施 

     （H24年度 ホームヘルプ35,881時間、同行援護 499時間、ガイドヘルプ84,915時間、 

障害児通所支援50箇所  

H25年度 居宅介護36,254時間、同行援護・行動援護 1,454時間、移動支援80,622時間、 

障害児通所支援77箇所） 

(4)軽度・中等度難聴児の補聴器等購入費の助成【保健福祉局障害福祉部障害者支援課】 

・身体障害者手帳交付対象外の軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成（H25新規） 

     （H25年度 22件） 

(5)在学中における就労に向けた支援 

【保健福祉局障害福祉部障害福祉課】【教育委員会事務局特別支援教育課】 

    ・特別支援学校の進路指導担当教員が、公共職業安定所や事業所、障がい者就労推進センター等

の関係機関と就労促進に向けての情報交換、就職に向けた企業訪問を実施 

    ・特別支援学校在校生・保護者・教職員等を対象とした企業見学会の開催 

（H24年度 7回、H25年度８回） 

・特別支援学校在校生・保護者・教職員等を対象とした就労移行支援事業所オープン見学会の 

開催 

（H24年度・25年度各１回） 

・特別支援学校在校生・保護者・教職員等を対象とした公共職業能力開発校見学会の開催 

（H24年度１回） 

・特別支援学校在校生・保護者・教職員等を対象とした「障害者職業能力開発セミナー」の開

催 

（H24年度・25年度各2回） 

    ・特別支援学校在校生向け「就労移行支援事業所案内パンフレット」「就労支援機関ガイド」「神

戸障害者就労支援通信わくわくニュース」の配布 

(6)発達障がい児等への支援【保健福祉局障害福祉部発達障害者支援センター】 
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    ・神戸市発達障がい児（者）支援連絡協議会（代表者会）の開催 

     （H24年度・H25年度 1回） 

    ・ペアレントトレーニング（発達障がい児の子育て方法についてのトレーニングと、サポート

ブック作成等をテーマに実施） 

（H24年度 37回延べ473人、H25年度 31回延べ244人） 

    ・発達障害支援者サポート事業（保育士・教員・児童館職員・児童デイサービス職員など発達

障がい児とその家族を支援している方向けの研修を実施） 

     （H24年度 25回 延べ1526人、H25年度 26回 延べ1894人)  

・乳幼児健診従事者研修 

     （H24年度 4回197人、H25年度 1回 72人）     

・須磨地域発達支援教室（発達障がい児の親を対象とした支援教室） 

     （H24年度 11回、H25年度 11回） 

 

 ４．社会的養護体制の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

  (1)施設での専門的なケアの充実 

    ・心理療法実施施設 

     （H24年度：児童養護施設12施設、児童自立支援施設1施設、乳児院3施設、母子生活支援

施設2施設、 

H25年度：児童養護施設13施設、児童自立支援施設1施設、乳児院3施設、母子生活支援

施設2施設） 

    ・障がい児加算実施施設 

     （H24年度 児童養護施設11施設、H25年度 児童養護施設10施設） 

    ・看護士配置施設 

     （H24・25年度 児童養護施設3施設） 

    ・里親支援専門相談員の配置（H25新規） 

     （H25年度 乳児院3施設） 

(2)家庭的養護の推進【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・里親制度の充実（愛の手運動の支援による新規里親の開拓及び里親制度の普及啓発） 

    ・里親委託率 

     （H24年度 5.6％、H25年度 8.3％） 

     ≪行動計画での目標値：里親委託率 H20年度実績4.5％→H27年度末目標7.5％≫ 

    ・小規模グループケア、地域小規模児童養護施設 

     （H24年度 16箇所、H25年度 17箇所） 

     ≪行動計画での目標値：設置数 H20年度実績14箇所→H27年度末目標21箇所≫ 

    ・ファミリーホームの設置（H25新規） 

     （H25年度 1箇所） 

 (3)家庭支援機能等の強化【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・家庭支援専門相談員の配置 

     （H24年度 児童養護施設14施設、児童自立支援施設1施設、乳児院3施設、 

       H25年度 児童養護施設13施設、児童自立支援施設1施設、乳児院3施設） 

    ・家庭支援専門相談員連絡会の開催 
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     （H24・25年度 2回） 

・家族療法実施施設 

     （H24・25年度 児童養護施設3施設、乳児院1施設） 

    ・児童家庭支援センター 

     （H24・25年度 2箇所） 

     ≪行動計画の目標値：設置数 H20年度実績2箇所→H27年度末目標3箇所≫ 

  (4)年長児童の自立支援策の強化【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・自立援助ホーム子供の家（1か所） 

    ・退所前単身自立訓練事業の実施 

     （H24年度 3件、H25年度 1件） 

  (5)保護を要する母子への支援の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・夜間警備体制強化事業の実施 

     （H24年度 7施設、H25年度 7施設） 

    ・特別生活指導員の配置 

     （H24年度 5施設、H25年度 7施設） 

    ・個別対応職員の配置 

     （H24年度 6施設、H25年度 7施設） 

  (6)非行等児童への自立支援の充実【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・夫婦小舎制の維持 

    ・非常勤心理職員の配置 

  (7)組織強化のための仕組みの強化【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・心理担当職員連絡会の開催 

     （H24・25年度 1回） 

    ・家庭支援専門相談員連絡会の開催 

     （H24・25年度 2回） 

    ・こども家庭センターによる研修会の開催 

    ・基幹的職員の配置 

     （H24・25年度 20人） 

     ≪行動計画での目標値：基幹的職員の配置（乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設・ 

        児童自立支援施設） H20年度実績0人→H27年度末目標25人≫ 

  (8)子ども等入所者の権利擁護の強化【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・苦情解決への適切な対応体制の整備 

     （所管児童福祉施設において、苦情解決を円滑・円満に図ることができる法人組織外の第三

者委員を設置し、苦情解決に適切に対応できる体制を整備済） 

        (9)社会的養護に対する啓発【こども家庭局こども家庭支援課】 

    ・オレンジリボンキャンペーンの実施 

    ・里親シンポジウムの開催 

    ・各種イベントで啓発ブースの設置、啓発グッズ・チラシの配布 

     

     

 


