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第３章 基本目標２における施策・事業内容 
 

 

 

 

１ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２：すべての子どもが毎日元気に明るく健やかに学び、 

成長できるように（子どもの権利保障） 

  

「子どもは次代の親である」との観点から、学校教育の場において、男女が

協力して子育てに取り組み、家庭を築くことの意識啓発に努めます。 

また、子どもが心身ともにたくましく育ち、自立する意識を醸成するため、学

力向上の機会や様々な体験・経験を積む機会を充実させるとともに、地域にお

いて異年齢が交流する機会を設け、豊かな心を持った次の世代を育みます。 

具体的な施策項目として、①次代の親の育成、②子どもの生きる力の育成

に向けた学校の教育環境の整備、③家庭や地域の教育力の向上、④子どもを

取り巻く有害環境対策の推進の４項目を掲げ、取組を推進していきます。 
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１）次代の親の育成 

男女が協力して家庭を築き、子育てを行う、次代の親を育成するために、「ワーク・ライフ・

バランス」の考え方や男女共同参画に関する啓発を行い、家庭と家族、仕事に関する適切な

学習（道徳、学級活動、技術・家庭科）を行います。 

さらに、保育所、幼稚園、小学校や中学校の連携を強化し、様々な年齢の児童とふれあい、

交流する場の充実を図ります。 
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事業番号・事業名 １０２ 家庭教育に関する意識の醸成 

担当課 保育課、指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 中学校の職場体験学習の一環として、中学生が各保育所において保育体験を実施して

います。小中学校における合同行事、小学 6 年生の中学校一日体験入学等を実施してい

ます。各学校で、他学年との交流活動を実施しています。 

■ 幼稚園や保育所、小学校、中学校等異年齢・異学年との交流活動、保護者や地域の人々

との交流活動を通して、様々な年齢層とふれあい、語り合う場を設けています。 

■ 幼稚園、保育所、学校との連携を強化し、小学校での職場見学及び中学校での職場体

験における保育体験を実施しています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

＜キャリア教育（職場体験）＞ 

保育所（人） 43 

幼稚園（人） 39 

子ども園（人） 35 

 

事業評価・課題  

■ 職場見学や職場体験を通して、家族の職業観を語り合うことで家庭教育の醸成の一助

となっています。 

■ 地域、家庭の協力連携により推進していくことが重要と考えられます。また、幼稚園、

保育所での保育体験を継続実施するとともに、幼稚園、保育所、学校との更なる連携強

化が必要となっています。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き幼稚園や保育所、小学校、中学校等の異年齢・異学年との交流活動、保護者

や地域の人々との交流活動を通して様々な年齢層と触れ合い、語り合う場を設けていき

ます。 

■ 引き続き幼稚園、保育所、学校との連携を強化し、小学校でのキャリア教育及び中学

校での職場体験における保育体験を実施します。 
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事業番号・事業名 
１０３ 中学生が保育所・幼稚園児童とふれあう機会の提 

    供 

担当課 保育課、指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 中学校技術家庭科家庭分野の学習内容にある「家族・家庭と子どもの成長」において

家族の役割、幼児の遊びの意義を学びます。その際、幼児とのふれあいができるよう留

意しています。 

■ 中学２年生がキャリア教育の一環で、地域の保育所、幼稚園において、職場体験学習

を実施しています。家族と家庭の大切さについて理解を深めるために、地域の保育所や

幼稚園の幼児とふれあう取組を推進しています。幼児との関わりの中で、自分の成長を

振り返り、これからの自分と家族との関わりについて学ぶ機会としています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

＜キャリア教育（職場体験）＞ 

保育所（人） 43 

幼稚園（人） 39 

こども園（人） 35 
 

事業評価・課題  

■ 中学生と幼児のふれあいという実体験を通して，教室で学んだ知識を深めています。 

■ 中学生が保育所・幼稚園の園児と触れ合う体験をより効果的にするためには，家庭と

の連携が必要であり、地域と家庭の協力の下に進めていくことが重要となっています。 

 

今後の事業方針  

■ 家族、家庭の大切さについて理解を深めるために、地域の保育所や幼稚園の幼児と触

れ合う取組を推進します。 

■ 幼児との関わりの中で自分の成長を振り返り、これからの自分と家族との関わりにつ

いて学ぶ機会とします。 
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事業番号・事業名 １０４ 男女共同参画の視点に立った意識改革の推進 

担当課 
人権・男女共同参画推進課、子ども家庭

総合支援課 
事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 女性の社会参加や経済的自立、また、若者を対象にした男女共同参画意識の啓発等を

図るため、各種講演会や出前セミナー等を開催するとともに、男女共同参画に関する

様々な制度や情報等を収集し、広く市民に情報提供を行っています。 

■ 興風図書館内及びせきやど図書館内にある女性情報コーナーに、男女共同参画関連図

書を整備し、市民の利用に供しています。 

■ 啓発情報誌の男女共同参画推進だより「フレッシュ」を発行し、男女共同参画に関す

る情報の提供を行っています。 

■ 男女平等教育啓発冊子「自分らしく」を市内小中学校に配布し、活用を図っています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 男女共同参画に関する講演会等の開催 

《デートＤＶ講演会》 

 ①千葉県立清水高校１年生 162 人 

②千葉県立野田中央高校２年生 327 人 

③千葉県立関宿高校 2 年生 83 人 

講師：NPO 法人レジリエンス 

■ 女性情報コーナーの整備充実 

興風図書館及びせきやど図書館の女性情報コーナーに男女共同参画関連の図書 

36 冊を整備 

■ 男女共同参画推進だより「フレッシュ」の発行 

市報折込により、男女共同参画推進だより「フレッシュ」を発行  

発行部数 51,000 部 

 

事業評価・課題  

■ 一般市民を対象とした男女共同参画に関する講演会等については、男女共同参画審議

会の意見を踏まえて、地元資源を生かして幅広のテーマで男女共同参画につなげるよう

な工夫をして実施することが求められています。 

■ 高校生に対するデートＤＶの啓発については、学校側から高評価を得て、継続実施が

望まれています。デートＤＶの低年齢化が進んでおり、これまでの取組をどう拡大する

かが課題となっている。 

■ 女性情報コーナーは、興風図書館及びせきやど図書館内に設置しており、啓発や情報

提供に大きな役割を果たしています。今後、その効果等を検証しつつ、一層の充実・拡

大を図る必要があります。 
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■ 男女共同参画推進だより「フレッシュ」を年２回、市内全戸に配布していますが、配

布後に「女性のための相談」の申込件数が増加するなど、市民の反応も良いことから、

市民に対する情報提供及び啓発等の役割を果たしています。今後も継続して実施する必

要があります。 

 

今後の事業方針  

令和元年度に第４次野田市男女共同参画計画の策定を予定しており、２年度以降は、当

計画に基づき、具体的施策に取り組むこととなります。 

したがって、当策定に当たっては、野田市男女共同参画審議会の審議状況によるため、

以下の内容は決定ではありません。 

■ 一般市民を対象とした男女共同参画に関する講演会等については、開催方法等を工夫

しながら、今後も継続実施するとともに、その充実・拡大を図っていきます。また、デ

ートＤＶ啓発及び防止に向けた講演会については、市内高校を対象に継続実施し、開催

校の拡大を図ります。さらに、市内中学校等においても、教職員も対象とした、デート

ＤＶに関する知識の普及や啓発活動の取組に着手します。 

■ 女性情報コーナーにおける図書等の充実を図り、さらなる啓発や情報提供を図りま

す。 

■ 男女共同参画推進だより「フレッシュ」を年２回発行し、市内全戸に配布することに

より、男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発を推進します。 

■ 「女性のための相談」の更なる周知を図るとともに、男性カウンセラーによる「男性

のための電話相談」を実施し、男性ならではの悩みに対応します。 
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事業番号・事業名 １０５ 学校教育における男女平等教育の推進 

担当課 指導課、人権・男女共同参画推進課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 男女平等教育について、適切な学習活動の実践(道徳､学級活動､家庭科､技術･家庭科)

を実施しています。 

■ キャリア教育の取組により、望ましい勤労観、職業観を身に付けています。 

■ 男女平等教育資料「自分らしく」を活用しています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 男女平等教育資料（野田市発行）「自分らしく」を活用し、市内各小学校第６学年及

び市内各中学校第２学年を対象に男女平等教育を推進しました。 

 

 

事業評価・課題  

■ 家庭や地域社会との連携については各校の主体性に頼るところが大きいと考えられ

ます。 

■ 男女平等教育資料「自分らしく」では、キャリア教育や、ワーク・ライフ・バランス

を取り入れた職業観について知る機会（市内各小学校第６学年及び市内各中学校第２学

年）を授業で設定しました。 

 

 

今後の事業方針  

■ 「男女平等教育」と「学校人権教育」を関わらせて一人一人が自分らしく生きること

を目指した教育を実践できるよう各校の取組を推進します。 

■ キャリア教育やワーク・ライフ・バランスを取り入れた男女平等教育資料を活用した

男女平等教育を推進します。 

■ 授業だけではなく学校教育全体を通して、人権意識の向上を目指し、あらゆる場面で

男女平等マインドを醸成していきます。 
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事業番号・事業名 １０６ 学校での子育て意識の啓発 

担当課 指導課、生涯学習課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 子育てに関する講演を、各学校で実施しています。 

■ 「学校から発信する家庭教育支援プログラム」「家庭教育リーフレット」について、

学校や関係機関における活用促進を図り、家庭での過ごし方や親子のコミュニケーショ

ンなど家庭教育に関する情報を提供しています。 

■ ひばり教育相談、スクールカウンセラー等と学校が連携を図る中で教育相談体制を確

保し、子育て支援を行っています。 

■ 道徳・総合的な学習の時間や生活科や及び各教科を通じて家族の大切さ、子育ての意

義を学ぶようにしました。 

■ 中学校全 11 校と小学校４校に千葉県スクールカウンセラーを配置し、子どもたちだ

けではなく，保護者が校内で子育てに関する相談を受けています。 

■ 千葉県スクールカウンセラー未配置の小学校でも、近隣の学校に配置されている千葉

県スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーター、担任や養護教諭、市スクー

ルカウンセラー等が対応することにより、校内やひばり教育相談で子育てに関する保護

者の相談を受けました。 

【実績】 

＜学校等への情報提供＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

学校から発信する家庭教
育支援プログラム（回） 

1 1 1 1 

家庭教育リーフレット
（回） 

1 1 1 1 

 

事業評価・課題  

■ 保護者や地域・学校のニーズにあった相談の場、発達段階に応じた情報の提供が必要

となっています。 

■ 集団になじめない等不適応の悩み、不登校の悩みを持つ児童生徒が依然として多くな

っています。カウンセラー等専門的な知識をもつ者が相談を受けるとともに家庭教育・

家庭での支援が充実するよう、家庭のニーズにあった情報の提供が必要となっていま

す。 
 

今後の事業方針  

■ 学習活動や教育相談活動を通して家族の大切さ、子育ての意義を学ぶようにします。 

■ 「学校から発信する家庭教育支援プログラム」「家庭教育リーフレット」について、

学校や関係機関を通じて活用促進を図り、家庭での過ごし方や親子のコミュニケーショ

ンなど家庭教育に関する情報を提供し、家庭教育の向上を図ります。千葉県のホームペ

ージからのデータ入手が可能であり、入手方法についても周知を図ります。 
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２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境の整備 

子ども自身の自立する力と豊かな心を育むため、土曜日授業の実施による確かな学力の向上

とともに、思考力、判断力、表現力等を育成する必要があるため、様々な体験学習・活動を実

施します。 

また、全ての子どもたちが将来へ希望を持って進路を選択し、自立した社会生活を営んでい

くことができるよう「子ども未来教室」を開催し学習支援の充実を図ります。 

さらに、いじめなどの問題に対応するため、スクールカウンセラーの派遣や教育相談の実施

とともに、学校評議員による学校運営など地域全体による取組を推進します。 
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事業番号・事業名 １０７ 確かな学力の向上 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 平成25年度までのサタデースクールに替わり、よりきめ細かで質の高い指導を行い、

市内全ての児童生徒に均等な学習機会を提供する機会として、平成26年度より土曜授

業を行っています。授業内容は、各学校の実態に応じ、学校ごとにカリキュラムを組み、

算数・数学を中心とした重点的な指導や補習・発展的な学習を行います。 

 

【実績】（平成30年度） 

■ 土曜授業アシスタントとして、145名の方に協力をいただきました。 

■ 土曜授業では各学校の実態に応じて習熟度別学習や少人数授業の学習形態を取り入

れるとともに、NIE学習（新聞を学校の授業などで教材として活用）にも取り組み、自

分の考えをもたせることに力を入れました。 

事業評価・課題  

■ 土曜日に授業を実施することに対して、肯定的ではない児童生徒、保護者がおりま  

すので、「土曜日に学校で学習できてよかった。」と児童生徒が感じることができるよう

に学習内容・学習形態を工夫する必要があります。 

■ 新学習指導要領の趣旨を十分に生かすことができるような教育課程を編成する必要 

 があります。 

 

今後の事業方針  

■ 土曜授業については、各学校の取組を更に充実させていきます。 

■ 新学習指導要領に柔軟に対応できるように、各学校の実態に合った効果的な土曜日の

活用ができるように検討していきます。 

■ 毎日の授業の積重ねを大切にするため、先生方の授業力アップへの取組を行います。 
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事業番号・事業名 １０８ 子ども未来教室の開催 

担当課 生涯学習課 事業区分 新規 

    

事業の内容・実績  

■ 全ての子どもたちが将来への希望を持って進路を選択し、自立した社会生活を営んでい

くことができるよう、基礎学力の向上や学習習慣の定着、学習に対する興味関心を高める

ための学習支援を行います。 

■ 平成 28 年度までは、経済的な理由により学校以外に学習の機会の少ない家庭などの中

学校１年生から３年生までを対象とする「ステップアップセミナー」として実施していた

ものを、平成 29 年度から市内の公立中学生のうち希望する全生徒を対象に、基礎学力の

向上や学習習慣の定着、学習に対する興味関心を高めるための学習支援の場として「子ど

も未来教室」を始めました。 

■ 平成 30 年度からは、中学生に加え、授業への理解の差が目立ってくる市内公立小学校

３年生も対象として学習支援を行っています。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子ども未来教室出席率 
小学生（％） 

― ― ― 94.8 

子ども未来教室出席率 
中学生（％） 

― ― 65.7 62.3 

 

事業評価・課題  

■ 必ずしも参加する生徒が皆同じ意欲をもって学習に取り組んでいる状況とは言えず、よ

り良い学習環境へと整えることが課題となっています。学習意欲のある生徒と、学習に取

り組むことを苦手に思う生徒それぞれに応じた学習支援が必要なため、今後、教室運営の

方法を工夫する等、その対応を図る必要があります。 

■ 小学校３年生について、子ども未来教室実施後のアンケート調査によると、児童からは

「算数、国語が好きになった」との回答が80％を超え、保護者からは「家庭学習の習慣

が身に付いた」との回答は52％となっています。学習習慣の定着、学習に対する興味関

心が高められているか、追跡調査などを実施してまいります。 

今後の事業方針  

■ 中学生については、基礎学力の向上や学習習慣の定着、学習に対する興味関心を高める

ため、確認テストを行い、改善を図りながら継続して実施します。 

■ 小学生については、当面は３年生を対象に実施しますが、参加児童の追跡調査などによ

り、子ども未来教室の実施後も学習習慣の定着、学習に対する興味関心が高められている

かを検証し、充実を図ってまいります。 
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数値目標  

 

 令和２年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

子ども未来教室出席率 
小学生（％） 

94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 

子ども未来教室出席率 
中学生（％） 

63.8 65.3 66.8 68.3 70.0 

 

 

事業番号・事業名 

１０９ いじめ、少年非行等に対応する地域ぐるみの支援

ネットワークの整備 

【事業番号６２ 再掲】 

担当課 
指導課、青少年課、子ども家庭総合支

援課 
事業区分 既存 
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事業番号・事業名 １１０ 教育相談・指導体制の充実 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ ひばり教育相談では、学校や家庭と連携して、学校生活・家庭生活に関わる相談を受

け、児童生徒・保護者・学校に支援助言を行います。 

■ 野田市スクールカウンセラーが学校に出向き教育相談を行います。 

■ ひまわり相談では、未就学児の発達等の相談を行います。 

■ 適応指導学級では、学校や家庭と連携して、不登校の解消を目指します。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ ひばり教育相談・適応指導学級において保護者、学校と連携を図りながら悩みの解消、

不登校の解消につなげました。（平成 30 年度実績 2,959 件） 

■ 野田市スクールカウンセラーやひばり教育相談員が学校を訪問し、教育相談及び支援

にあたりました。 

■ ひまわり相談において、保護者の気持ちに寄り添いながら、未就学児の発達相談等に

助言しました。（平成 30 年度実績 50 件） 

 

事業評価・課題  

■ 各学校で教育相談の充実を図ります。 

■ 教育相談の内容は、個々により異なります。カウンセラー等専門的な知識を持つ者、

関係機関と連携して対応できるよう相談体制を更に充実していく必要があります。 

■ 保護者や学校・地域が手を携えて長期的に子どもを見守っていく体制が必要です。 

 

今後の事業方針  

■ 教育相談を充実させるため，各学校の教育相談体制の構築への支援を行います。 

■ 有効な教育相談を目指すには、教師と子どもたちの信頼関係が重要なため、学級経営

力を高める取組を進めます。 

■ ひばり教育相談、適応指導学級において、保護者・学校と連携を図りながら、課題・

悩みを抱える児童生徒の支援を実施します。 

■ 教職員向けの研修会・相談会を実施し、未就学児から思春期の生徒の課題や悩みに対

応する力のスキルアップを図ります。 

■ 野田市スクールサポーターとスクールサポートカウンセラーを配置し、反社会的な行

為に起因する児童・生徒・保護者の精神的な悩みに対して支援、助言を行います。 

■ ひばり教育相談や学校，家庭で必要な情報を共有し相談体制の充実を図ります。 
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事業番号・事業名 １１１ 体験学習等教育内容の充実 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 学校・保護者・地域が連携し、児童生徒の学力の向上や教育環境の整備等教育活動を

支援する体制づくりを行っています。 

■ 東京理科大学とのパートナーシップ協定に基づき、児童生徒の体験学習の充実を図っ

ています。 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 地域人材を活用した特別授業として、小学校では、農業体験やお囃子体験、稲刈

り体験、車椅子・目隠し体験、かかし作り・かかし立て体験など多くの体験活動を

実施することができました。中学校では、講師による校内の草花の観察学習や校外

の自然観察体験、マナー講習会や着付け体験を実施しました。 

■ 619 の事業所において、職場見学・体験を実施させていただき、地域に根ざした

キャリア教育の体験学習を行うことができました。 

■ 東京理科大学とのパートナーシップ協定事業の１つとして「特別授業」では、小学生

1,232 人、中学生 760 人が教授を始め、院生・学生の協力で、楽しい授業を体験する

ことができました。また「学生・院生派遣事業」では、サタデースクール、オープンサ

タデークラブや放課後補習に学生支援ボランティアの支援をいただいきました。さらに

キャリア教育では、みずき小、山崎小で研究室訪問を行い、159 人の児童が各研究室

で教授より小学生に分かりやすく講義していただき、科学技術に興味関心を持つ機会と

なりました。 

■ 中学２年生対象のキャリア教育では、500 を超える事業所との連絡調整を行い、職

場体験等を実施しました。 

 

事業評価・課題  

■ キャリア教育や読書環境、特別授業の実施、環境整備が充実しました。また、地域と

の合同行事や伝統文化体験、行事への参加等が、地域の実情や学校のニーズに応じて計

画的に実施できるとよいと考えられます。 

■ 地域人材が、支援ボランティアとして学校に関わることで、「開かれた学校づくり」

につながっています。 

■ 特別授業等で得られたノウハウや地域ボランティアとの交流を更に活性化させる必

要があります。 
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今後の事業方針  

■ 担当課と学校が多方面から地域住民への働き掛けを行い、理解と協力を高められるよう広

報活動に努めます。 

■ 学校のニーズに合わせ支援内容を共有化し、学校支援地域本部の活動を推進します。 

■ ＰＣ設置に伴い、司書の管理システムの研修を充実させ、読書環境を充実させます。 

■ 東京理科大学とのパートナーシップ協定事業をさらに推進し、より多くの児童生徒が

特別授業を体験できるよう努めます。 

■ 「今後の事業方針」では学習効果を上げるために地域と協働で様々な体験学習の場を

設定できるよう推進します 
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事業番号・事業名 １１２ 学校外体験活動の推進 

担当課 公民館、生涯学習課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 公民館・生涯学習センター（令和元年 10 月から、野田公民館と中央コミュニティ会

館を統合し、生涯学習センターと改称しました。以下同じです。）主催による講座、教室

等において、児童生徒の学校外の体験活動事業を開設していく中で、各種の創作活動や

体験学習・活動を通じて、親子（家族）や地域住民との交流を深めます。 

■ また、「子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室」では、夏休み中の子どもの学習意欲

を維持するとともに、公民館・生涯学習センターで行うことにより、学校とは違った他

校の子どもたち同士の交流を図ります。 

 

【実績】 

＜公民館主催による講座＞ 

 

＜子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室＞ 

   市内 11 公民館 
 

実施場

所 
講座 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

野田 

公民館 

｢エアロスポーツジ

ュニアアカデミー｣ 
6 75 6 97 6 50 6 53 

｢忍者修行体験｣ 8 159 8 181 ― ― ― ― 

｢親子体験教室｣ 13 219 13 234 11 229 3 133 

東部 

公民館 

「冬休みチャレンジ

講座」 
1 79 1 70 1 49 １ 70 

南部梅郷

公民館 

「星空観察会」 2 83 2 182 1 52 ― ― 

「生物多様性講座」 ― ― ― ― 2 33 2 22 

川間 

公民館 
「生物多様性講座」 ― ― ― ― ― ― ４ 381 

福田 

公民館 

｢子どもチャレンジ

広場｣ 
1 1800 1 2100 1 2020 1 2445 

「生物多様性講座」 ― ― ― ― ― ― 2 34 

関宿 

公民館 

「関宿あおぞらまつ

り」 
1 326 1 330 1 356 1 380 

二川 

公民館 
「学校支援講座」 24 525 22 438 22 646 22 369 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 

48 3,005 47 3,008 53 3,056 54 3,270 
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事業評価・課題  

■ 少子化や過保護、過干渉時代に育った現在の子どもたちは、異年齢児との交流や体験

活動の不足から人間関係を築く能力が弱いため、より多くの子どもたちが参加できるよ

う、魅力的な学習の場を考えていかなければなりません。その中で、特に、各公民館で

実施の｢子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室｣については、年々参加者も増え、学習

することのほか他校の児童生徒同士の交流も図られており、また、公民館利用者や地域

の人たちによるサポートで充実した学習ができたと子どもたちを始め、保護者や教える

側からも高い評価を受けています。 

 

今後の事業方針  

■ 各種の創作活動や体験学習・活動を通じて、親子（家族）や地域住民との交流を深め

ます。 

■ さらに、「子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室」の開設により、夏休み中の子ども

の学習意欲を維持するとともに、公民館・生涯学習センターで行うことにより、学校と

は違った他校の子どもたち同士との交流も図っていきます。 

数値目標  

＜公民館・生涯学習センター主催による講座＞ 

＜子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室＞ 

   市内 10 公民館・生涯学習センター 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 

51 3,100 51 3,100 51 3,100 51 3,100 51 3,100 
 

実施場所  

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

回数（回） 

人数（人） 

回数（回） 

人数（人） 

回数（回） 

人数（人） 

回数（回） 

人数（人） 

回数（回） 

人数（人） 

東部 

公民館 

「冬休みチャ

レンジ講座」 

1 

70 

1 

70 

1 

70 

1 

70 

１ 

70 

南部梅郷

公民館 

「生物多様性

講座」 

2 

20 

2 

20 

2 

20 

2 

20 

2 

20 

川間 

公民館 

「生物多様性

講座」 

４ 

380 

４ 

380 

４ 

380 

４ 

380 

４ 

380 

福田 

公民館 

｢子どもチャレ

ンジ広場｣ 

1 

2,100 

1 

2,100 

1 

2,100 

1 

2,100 

1 

2,100 

「生物多様性

講座」 

2 

30 

2 

30 

2 

30 

2 

30 

2 

30 

関宿 

公民館 

「関宿あおぞ

らまつり」 

1 

350 

1 

350 

1 

350 

1 

350 

1 

350 

二川 

公民館 

「学校支援講

座」 

22 

480 

22 

480 

22 

480 

22 

480 

22 

480 

生涯学習

センター 

｢エアロスポー

ツジュニアア

カデミー｣ 

6 

60 

6 

60 

6 

60 

6 

60 

6 

60 

｢ 親子体験教

室｣ 

3 

130 

3 

130 

3 

130 

3 

130 

3 

130 
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事業番号・事業名 １１３ 国際理解教育の推進 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 外国語活動・外国語の授業等にＡＬＴ（英語指導助手）や英語に堪能な地域人材を配

置し、コミュニケーション能力の向上を図っています。 

■ 異国の歴史や文化理解を目的とした学校行事等で、ＡＬＴや地域外国人材をボランテ

ィアとして活用します。 

■ 学校教育全体をとおして、自分と異なる立場を尊重したり、他者への思いやりを理解

したりする態度を育てます。また、他国との関係に目を向けながら、自国の歴史や伝統

文化についての理解を深めていきます。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 12 人のＡＬＴを直接雇用し、３人を中学校、９人を小学校に配置し、児童生徒のコ

ミュニケーション能力の向上に役立てました。また、英語に堪能な地域人材も活用し、

外国語による児童のコミュニケーション能力の向上に役立てました。 

■ 希望する中学生を対象に「野田市イングリッシュキャンプ」を開催し、夏季休業中の

２日間、ＡＬＴと互いの意見や思いを英語で通い合わせる活動を行いました。 

■ ＡＬＴや地域外国人を、希望する市内小学校に派遣し、諸外国の文化について学習す

る行事を行いました。 

■ オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業として、市内２校が千葉県指

定を受け、国際的な視野に立って主体的に行動できる児童の育成を進めました。 

 

事業評価・課題  

■ ＡＬＴや地域人材を活用したより効果的な指導方法の改善や、配置計画の見直しを行

うことで、児童生徒のコミュニケーション能力の一層の向上を図る必要があります。 

■ 外国語活動や英語科に限らず、各教科等で自国や他国の歴史・文化について理解を深

めていく必要があります。 

今後の事業方針  

■ ＡＬＴや地域人材を有効に活用し、児童生徒のコミュニケーション能力の向上に役立

てます。 

■ 児童生徒が国際化の進展に対応できるようにするため、学校教育全体を通して、国際

理解教育の推進を図っていきます。 
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事業番号・事業名 １１４ 文化センター事業の充実 

担当課 生涯学習課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 文化事業については、子どもたちや子どものいる家庭のニーズを踏まえ、優れたメディ

ア芸術作品の鑑賞機会を提供します。また、文化芸術に素直に触れ、体験できるようなワ

ークショップ等の機会を設けます。 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

文化事業（件） 2 2 2 2 
 

事業評価・課題  

■ 子どもや子どものいる家庭向けの文化事業を展開し、多くの来場者を得られました。 

■ 今後も事業の内容や周知方法等を検討し、一層の集客を図る必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き優れたメディア芸術作品の鑑賞機会を提供するとともに、文化芸術に子どもた

ちが参加し、体験できる機会の提供を図ります。 

 

数値目標  

 

 

 令和２年度 令和３年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

文化事業（件） 2 2 2 2 2 
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事業番号・事業名 
１１５ 子どものスポーツ・文化・レクリエーション活動の 

充実 

担当課 
生涯学習課、公民館、スポーツ推進課、青

少年課 
事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

＜10 公民館・生涯学習センター＞ 

■ 「子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室」では、夏休み中の子どもの学習意欲を維

持するとともに、公民館・生涯学習センターで行うことにより、学校とは違った他校の

子どもたち同士の交流を図っています。 

＜スポーツ推進課＞ 

■ 市民駅伝競走大会を開催しています。  

＜青少年課＞ 

■ 子ども釣り大会・少年野球教室を開催しています。 

【実績】                          参加者数（人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子ども釣大会 380 546 476 494 

少年野球教室 302 295 269 287 

 

＜生涯学習課 11 公民館＞ 

■ ｢子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室｣ 

   市内 11 公民館 

 

 

 

 

＜スポーツ推進課＞ 

■ 市民駅伝競走大会を開催しました。 ７部門 170 チーム 850 人参加 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 

48 3,005 47 3,008 53 3,056 54 3,270 

事業評価・課題  

＜10 公民館・生涯学習センター＞ 

■ 各公民館・生涯学習センターで実施の｢子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室｣につ

いては年々参加者も増え、学習することのほか他校の児童生徒同士の交流も図られてお

り、また、公民館利用者や地域の人たちによるサポートで充実した学習ができたと子ど

もたちを始め、保護者や教える側からも高い評価を受けています。 
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＜スポーツ推進課＞ 

■ 市民駅伝競走大会では、多くの児童・生徒が参加しスポーツに親しむいい機会となっ

ています。 

＜青少年課＞ 

■ 子ども釣り大会、少年野球教室ともに盛況であり、この事業を通じて子どもの健全育

成に寄与しました。 

 

今後の事業方針  

＜10 公民館・生涯学習センター＞ 

■ 「子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室」を開設することにより夏休み中の子ども

の学習意欲を維持するとともに、公民館・生涯学習センターで行うことにより、学校と

は違った他校の子どもたち同士との交流も図っていきます。 

＜スポーツ推進課＞ 

■ 今後も引き続き大会内容の充実を図ってまいります。 

＜青少年課＞ 

■ 今後も引き続き子ども釣り大会・少年野球教室を開催します。 

 

数値目標  

市内 10 公民館・生涯学習センター 

＜子どもの学び舎・夏休み子ども自習教室＞ 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 コース 人数 

51 3,100 51 3,100 51 3,100 51 3,100 51 3,100 
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事業番号・事業名 １１６ 学校保健教育の推進 

担当課 学校教育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 生活習慣病健診を実施しています。 

■ 小児期における生活習慣病対策サマースクールを実施しています。 

■ 保健指導を実施しています。 

■ 薬物乱用防止教室を実施しています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

生活習慣病健診・利用者数（人） 1,185 

サマースクール・参加者数（生活習慣病対策の一環）（人） 28 

保健指導・希望利用者数（人） 114 

薬物乱用防止教室・参加者数（人） 3,674 

 

 

事業評価・課題  

■ 健康問題の解決には学校での推進及び体制の確立のみならず、学校・家庭・地域社会

が一体となって取り組むことが必要であり、地域に根ざした健康教育の取組が必要とな

っています。 

■ 生活習慣病健診の参加者はやや減少し、サマースクールの参加者は増加となりまし

た。引き続き積極的な働きかけを行い健康・自分の体への意識を高める指導・支援が必

要となっています。 

 

 

今後の事業方針  

■ 今後も引き続き事業を実施していきます。なお、生活習慣病健診、サマースクールに

ついては、参加者増加のための方策及び、効果的な活動内容を検討していきます。 
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事業番号・事業名 １１７ 外部指導者を活用した運動部活動の充実 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 市内小中学校で、より専門的な部活動指導を展開するために、地域に住む各分野にお

いて学識、経験等に優れた人材を招いています。家庭、地域との連携を深め、学校教育

の活性化を図っています。 

 

【実績】（平成３０年度） 

■ 51 名の外部指導者が小学校９校、中学校９校に派遣されました。指導されたのはソ

フトテニス部、吹奏楽部、バレーボール部、卓球部、サッカー部、バトミントン部、野

球部、太鼓部、剣道部の９つの部活動です。 

 

事業評価・課題  

■ 各小中学校の部活動顧問と外部指導者が協力をし、充実した部活動指導を行うことが

できました。安全面については、今後も配慮を続けていく必要があります。 

■ 若い教職員が増えているため、部活動顧問も外部指導者の下で、専門的な知識、技量

を身につけていく必要があります。 

■ 令和元年度より、部活動ガイドラインに則った指導を行うため、本市では部活動指導

員を導入しました。現在、レスリング、ソフトテニス、２つの部活動指導員を２校に配

置しています。 

 

今後の事業方針  

■ 専門性豊かな地域人材を活用することにより、生徒の確かな技術の習得を目指すとと

もに、開かれた学校づくりを推進します。 

■ 多忙な状況にある教員がより効果的に部活動を指導するため、今後も活用していきま

す。 

■ 部活動指導員は来年度以降、増やしていく予定です。 
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事業番号・事業名 １１８ 学校評議員制度の充実 

担当課 学校教育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 地域に開かれた学校づくりのために、各学校に学校評議員を委嘱し、次に掲げる事項

について意見を伺っています。 

    ・学校運営や教育活動に関する事項 

・学校と家庭や地域社会との連携に関する事項 

・その他校長が必要と認める事項 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 市内全小中学校に 150 人の評議員が委嘱されています。 

 

事業評価・課題  

■ 開かれた学校づくりを推進するには､保護者や地域住民等の意向を把握･反映すると

ともに､情報発信する必要があります。その点で学校評議員は地域と学校を結ぶパイプ

役としての大切な役割が今後も期待されています。 

■ 今後は、地域の目で学校運営を点検･評価･支援することをより強力に推進し、学校が

実施した自己評価の結果を評価する学校関係者評価について､中心となって進めていた

だくことが求められています。 

 

今後の事業方針  

■ 地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付けるため、今後も保護者、地

域住民、有識者等から 1 校につき 5 人以内の学校評議員を委嘱して実施します。 
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事業番号・事業名 １１９ 幼稚園の施設整備の推進 

担当課 教育総務課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 園児の心身の健やかな成長に資する教育環境の整備や、園児が安全で豊かな幼稚園生

活が送れるように､現状の施設を必要に応じて改修しています。 

 

【実績】 

■ 空調設備設置工事は、平成 29 年度に幼稚園全 3 園が完了しました。その他、施設の

耐久性、安全性の確保と教育環境の整備を継続的に進めました。 

            

（平成 27 年度）野田幼稚園網戸取付工事 

（平成 2８年度）野田幼稚園ウサギ小屋屋根改修工事 

（平成 29 年度）関宿南部幼稚園内窓取付工事 

（平成 30 年度）関宿中部幼稚園砂場縁枠取替工事 

 

事業評価・課題  

■ 小中学校・幼稚園を含めた市の施設については、老朽化が進行している中で、安全性

の確保や機能を維持するための費用の増加が予想されることから、建物の長寿命化を図

ることを基本としたファシリティ・マネジメントの基本方針に基づき、建物の損傷や老

朽化等の状態を随時把握した上で総合的かつ長期的視点に立った建物の維持管理に努

めていくことが求められています。 

また、平成 25 年 11 月に策定された国のインフラ長寿命化計画に基づき、文部科学

省では、平成 27 年 3 月に文部科学省インフラ長寿命化計画を策定し、所管施設などの

長寿命化に向けた各設置者における取組を推進するため、各地方公共団体においては、

公共施設等総合管理計画を踏まえ、公立学校施設などの適切な施設区分ごとに令和 2 年

度までに個別施設計画を策定するように求められています。 

 

今後の事業方針  

■ 個別施設計画の方針に基づき、学校施設の適切な整備及び財政負担の軽減に努めてい

きます。 
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事業番号・事業名 １２０ 学校施設整備の推進 

担当課 教育総務課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 児童・生徒の心身の健やかな成長に資する教育環境の整備や、児童･生徒が安全で豊か

な学校生活が送れるように､現状の施設を必要に応じて改修しています。 

 

【実績】 

■ 校舎等の耐震補強工事は、平成 27 年度までに全て完了しました。空調設備設置工事は

平成 28 年度に中学校（11 校）、平成 29 年度に小学校（20 校）について実施し、市内

すべての小中学校が完了しました。また平成 30 年度には、大阪府北部で発生した地震

を受けて、危険なブロック塀等の安全対策を早期に行うための工事を実施しました。そ

の他、トイレ改修工事（洋式便器設置、バリアフリー化）等を実施し、施設の耐久性、

安全性の確保と教育環境の整備を継続的に進めました。 

  

 ＜ブロック塀等改修・撤去工事＞ 

 （平成 30 年度） 

  中央小学校ブロック塀等改修工事 

  投てき板解体工事（中央小学校、宮崎小学校、尾崎小学校、七光台小学校） 

  第一中学校ブロック塀撤去工事 

  フェンス改修工事（北部中学校、二川中学校） 

  福田中学校ブロック塀基礎前土復旧工事 
 

 ＜トイレ改修工事＞ 

（平成 27 年度）第一中学校 

（平成 2８年度）南部中学校、北部中学校、二川中学校 

（平成 29 年度）川間中学校、福田中学校、岩名中学校 

（平成 30 年度）木間ケ瀬中学校、関宿中学校 
 

 ＜その他の工事＞ 

 （平成 27 年度） 

東部小学校屋内運動場照明器具改修工事 

屋内運動場ステージ照明改修工事（南部小学校他 2 校） 

屋内運動場天井改修工事（みずき小学校ほか 1 校） 

第一中学校武道場天井改修工事 

（平成 2８年度） 

  中央小学校階段手すり取付工事 

  中央小学校ことば相談室トイレ改修工事（洋便器に交換） 

  南部小学校トイレ手すり取付工事（南部小学校ほか 1 校） 

  山崎小学校トイレ改修工事（バリアフリー化） 
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（平成 29 年度） 

  山崎小学校屋内運動場照明器具交換工事 

  福田第一小学校屋内運動場照明器具交換工事 

 （平成 30 年度） 

  北部小学校第二プレハブ校舎改修工事 

  清水台小学校普通教室改修工事 

  清水台小学校トイレ改修工事（バリアフリー化） 

  山崎小学校階段手すり取付工事 

  南部中学校トイレ改修工事（バリアフリー化） 

  木間ケ瀬中学校屋内運動場改修工事 

  二川中学校体育館スロープ設置工事 

 

事業評価・課題  

■ 耐震補強工事・耐震補強設計については、耐震化を早急に進めるため、財源が確実で、

有利な国の補正予算、予備費を活用し、平成 27 年度をもって完了しました。また、ト

イレ改修工事については、平成 15 年度から実施計画に基づき進めており、国庫補助金

やふるさと納税を活用した学校施設整備費等基金を活用し、平成 30 年度をもって当初

の計画は完了しましたが、女子トイレの洋式化率が低い状況にあります。 

小中学校・幼稚園を含めた市の施設については、老朽化が進行している中で、安全性の

確保や機能を維持するための費用の増加が予想されることから、建物の長寿命化を図るこ

とを基本としたファシリティ・マネジメントの基本方針に基づき、建物の損傷や老朽化等

の状態を随時把握した上で総合的かつ長期的視点に立った建物の維持管理に努めていく

ことが求められています。 

また、平成 25 年 11 月に策定された国のインフラ長寿命化計画に基づき、文部科学省

では、平成 27 年 3 月に文部科学省インフラ長寿命化計画を策定し、所管施設などの長

寿命化に向けた各設置者における取組を推進するため、各地方公共団体においては、公共

施設等総合管理計画を踏まえ、公立学校施設などの適切な施設区分ごとに令和 2 年度ま

でに個別施設計画を策定するように求められています。 

 

今後の事業方針  

 

■ 個別施設計画の方針に基づき、学校施設の適切な整備及び財政負担の軽減に努めていき

ます。 

また、女子トイレの洋式化率 70％を目標として、更なる洋式化に取り組んでまいりま

す。 
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事業番号・事業名 
１２１ 公立幼稚園の機能の充実 

【事業番号４８ 再掲】 

担当課 指導課 事業区分 既存 

 

 

 

事業番号・事業名 １２２ 幼稚園・保育所・こども園と小学校との連携強化 

担当課 指導課、保育所 事業区分 既存 

 

事業の内容・実績  

■ 小学校低学年生活科や各種行事で保育所や幼稚園との交流を実施しています。 

■ 5 月・2 月に全体で連絡会を持ち、今年度の活動の計画や取組状況等を発表し合い、反

省をまとめています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 就学前の生活環境、就学状況等の情報交換を行うことにより、小学校入学後において安

全かつ健康な生活が送れるよう保育所･幼稚園･小学校が連携し、お互いの活動状況につい

ての共通理解を図り、教育内容の充実を図りました。 

 

事業評価・課題  

■ 年間２回の連絡会で直接顔を合わせ話し合う機会を持つなど、計画的な交流活動を通し

て、情報交換が効果的に行われました。 

■ 遠距離のために交流活動の実施が難しい場合の情報交換の持ち方を確認することができ

ました。 

 

今後の事業方針  

■ 就学前の教育内容の充実及び就学前の生活環境･就学状況等の情報交換を行うことによ

り、小学校入学後において安全かつ健康な生活が送れるよう幼稚園・保育所・こども園・

小学校が連携していきます。 
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３）家庭や地域の教育力の向上 

核家族化が進行し、地域のつながりが希薄化する中、家庭における教育の力を向上させるた

め、就学前から中学生までの児童・生徒を養育する保護者を対象とした家庭教育学級の充実を

図ります。 

また、地域ぐるみで子育てを支えていく観点から、地域における教育力の向上を図るため、

世代間や高齢者福祉施設における交流、地域や職場における体験の機会の充実やスポーツ拠点

の整備を推進します。 
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事業番号・事業名 １２３ 家庭教育学級の整備・充実 

担当課 公民館 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 講座の企画・運営に保護者が参画し、意見を取り入れることで、参加者が実際に抱いて

いる悩みや不安に応えられる身近な講座となるよう事業内容の充実を図っています。 

■ 引き続き小中学生の保護者を対象に、子どもの成長に伴う発達理解や保護者の役割、思

いやりの心を育てる家庭教育の重要性等を学習しています。また、就学前児童の保護者を

対象に、家庭教育の重要性について理解を深めています。 

■ 平成 29 年度より「公民館に集まろう！みんなのすくすくひろば」を開設し、「保護者同

士の交流の場」や「子育ての不安や悩みを相談できる場」の提供をしています。 

 

【実績】 

 

講  座 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度  平成 30 年度 

回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 

家庭教育学級（小学 
コース）8 コース 

44 5,258 45 5,702 46 5,777 46 5,960 

家庭教育学級小学コ
ース運営委員会8コ
ース 

8 226 8 239 8 239 8 201 

家庭教育学級（幼児
コース）2 コース 

11 316 11 288 11 178 11 243 

就学児健康診断時家
庭教育講演（小学校） 

19 1,210 20 1,302 20 1,286 20 1,142 

出前家庭教育講演
（中学校） 

11 2,371 10 1,411 11 1,214 11 1,129 

すくすくひろば 
（H29 3 ｺｰｽ 
 H30 2 ｺｰｽ） 

― ― ― ― 18 248 16 171 

事業評価・課題  

■ 就学前児童の保護者を対象に、家庭教育の重要性について理解を深めました。今後も、

学校や保護者からなる運営委員と協力し、一層の参加促進を図り家庭の教育力の向上に努

めていく必要があります。 

■ また、子育て期にある親の全ての参加が望ましいですが、参加できない親もいるのが実

情です。そのため、学校や保護者からなる運営委員と協力し、一層の参加促進を図り、家

庭の教育力の向上に努めていく必要があります。 

今後の事業方針  

■ 小中学生の保護者を対象に、子どもの成長に伴う発達理解や保護者の役割、思いやりの

心を育てる家庭教育の重要性等を学習します。また、就学前児童の保護者を対象に、家庭

教育の重要性について理解を深めます。 
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事業番号・事業名 
１２４ 世代間交流事業の充実 

【事業番号３９ 再掲】 

担当課 青少年課、指導課 事業区分 既存 

 

 

事業番号・事業名 

１２５ 岩木小学校老人デイサービスセンターにおける交 

    流 

【事業番号６４ 再掲】 

担当課 指導課、高齢者支援課 事業区分 既存 

 

 

事業番号・事業名 １２６ 野田市総合公園の整備 

担当課 スポーツ推進課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 老朽化していく施設の安全性・緊急性等を総合衡量して優先順位の高い箇所から修繕

を図っています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 総合公園体育館バスケットボード修繕を行いました。 

■ 総合公園体育館バスケットゴール修繕を行いました。 

■ 総合公園陸上競技場ウレタン舗装修繕を行いました。 

■ 総合公園水泳場ろ過ポンプ修繕を行いました。 

 

事業評価・課題  

■ 今後も老朽化していく施設の安全性・緊急性等を総合衡量して優先順位の高い箇所か

ら修繕を実施していきます。 

 

今後の事業方針  

■ 総合公園水泳場流水ポンプ修繕工事、総合公園体育館電気設備高圧ケーブル改修工

事、総合公園庭球場人工芝修繕工事等を行います。 
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事業番号・事業名 １２７ 野田市スポーツ公園の整備 

担当課 みどりと水のまちづくり課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 三ツ堀里山自然園について、市民ボランティアである「三ツ堀里山自然園を育てる会」

と行政の協働による施設の維持管理やイベントの開催等を実施し、市民に自然とのふれ

あいの場を提供しています。 

 

【実績】（平成 2７年度から３０年度） 

■ 市民ボランティアである「三ツ堀里山自然園を育てる会」と行政の協働による施設の

維持管理を行いました。 

■ 野草、樹木、昆虫の各観察会を実施しました。 

■ 水田でのもち米栽培、かかし作りを実施しました。 

 

事業評価・課題  

■ 三ツ堀里山自然園について、市民ボランティアである「三ツ堀里山自然園を育てる会」

と行政の協働による施設の維持管理やイベント及び観察会等が実施できました。 

 

今後の事業方針  

■ 「三ツ堀里山自然園を育てる会」と行政の協働により、地域に根差した三ツ堀里山自

然園づくりに向け、維持管理やイベント等の開催を実施していきます。 
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事業番号・事業名 １２８ 春風館道場の整備 

担当課 スポーツ推進課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 平成 21 年度に春風館道場（柔剣道場）の耐震改修工事を実施し、平成 22 年度には

道場敷地内に弓道場を建設することにより、子どもたちが武道に親しむことができる場

所を提供しています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 子どもたちを対象とした剣道、空手、合気道等の練習の場を提供しました。 

 

事業評価・課題  

■ 今後も広く子どもたちが武道に親しむ場を提供していく必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 柔剣道場、弓道場を子どもたちが武道に親しむことができる場所として提供していき

ます。 
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事業番号・事業名 １２９ キャリア教育を通しての地域教育力の向上 

担当課 指導課、商工課、保育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ キャリア教育推進協議会を組織し、学校・家庭・地域が一体となって、職場体験・職

場訪問を中心としたキャリア教育に取り組んでいます。 

■ 小学校 6 年生による職場見学、中学校 2 年生による 3 日間連続の職場体験を実施し

ています。 

■ 地域において、子どもと大人が互いに認知し、互いに声を掛け合うキャリア教育の有

効性について、いろいろな機会で呼び掛けています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 市内中学２年生が職場体験を実施しました。（11 校） 

■ 市内小学６年生が就業密着観察学習を実施しました。（15 校） 

■ 小中学校９年間を見通したキャリア教育の充実を図りました。 

■ 地域の社会人をキャリアアドバイザーとして招いての講話を各学校で実施しました。 

■ 619 の事業所が小学校又は中学校の体験を受入れ、地域による教育の機会を提供し

ました。 

■ 地域の方の協力をいただき、農業体験や伝統文化の体験学習やマナー講座、自然観察

学習などの体験学習を実施しました。 

 

事業評価・課題  

■ 「キャリア教育」の有効性について、学校・家庭・地域が連携して進めていくよう、

より一層の働きかけが必要となっています。 

■ 体験はきっかけであり、事後につながる指導を各校で工夫して取り組んでいくこと

が、地域教育力の向上につながると考えられます。 

■ 「地域の子どもは地域が育てる」という考えを基に、９年間の見通しをもった計画や

地域との関わり方を工夫していくことが必要となっています。 

 

今後の事業方針  

■ 職場体験・職場訪問を実施することにより、子どもが自分で課題を見つけ、自ら学び、

主体的に判断し、行動する力を養う機会をつくります。 

■ 職場体験・職場訪問を実施することにより、地域において子どもと大人が互いに知り

合い、声をかけ合う、さらに地域の子どもを地域で育てるという意識の高揚に努めます。 

■ 小中連携を核とした上級学校体験学習を工夫し、上級学校で「もっと学びたい」とい

う意欲を培うことに努めます。 

 



 

220 

 

４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

地域住民、関係団体等と連携し、青少年センターを中心に、有害環境の浄化活動に取り組み

ます。また、青少年の健全育成を目的とした講演会の充実を図ります。 

さらに、近年のインターネットやスマートフォンなどの普及に伴い、インターネット上のい

じめや学校の裏サイト、性、暴力などの有害情報等に関する不適切な利用から児童を守るため、

情報モラルを向上させるための教育を推進します。 
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事業番号・事業名 
１３０ 青少年センターの機能の充実 

【事業番号３７ 再掲】 

担当課 青少年センター 事業区分 既存 

 

 

事業番号・事業名 １３１ 青少年問題行動防止活動の推進 

担当課 青少年センター 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 青少年の健全育成を目的とした大人向けの講演会を実施しています。 

 

【実績】 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

主な講演内容 
ペアレンタル 
コントロールに
ついて 

低年齢化する 
インターネット
利用問題 

ネットトラブル
の現状 

ネットトラブル
の対応 

参加者数 64 56 66 64 
 

事業評価・課題  

■ 子どもたちが利用しているネット情報の現状に触れ、生徒指導の先生を含め保護者

（大人）として無関心ではいけないことを確認し、ペアレンタルコントロール能力の向

上につながることができました。 

■ 講演会に参加していない保護者のスキルアップをどう図っていくのか検討する必要

があります。 

 

今後の事業方針  

■ 保護者・ＰＴＡを中心に「フィルタリングの必要性」「管理責任の必要性」について

学ぶ機会を増やし、啓発に努めます。 
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事業番号・事業名 １３２ 情報モラル教育の推進 

担当課 指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 市主催教員向けの ICT（情報通信技術）活用研修会等を活用するなどして、各校で学

級活動や道徳、各教科の指導の中において、積極的にモラルの向上につながるような授

業展開が行われるよう指導に努めます。ネット社会の中で生活していかなければいけな

いことを踏まえ、ネット社会の利便性を教えるのと同時に、その中に潜む危険性も教え

ていくよう指導に努めます。 

 

【実績】（平成３０年度） 

■ 各校の実態に応じて市で提携している情報モラルサービス等を活用し、児童生徒や保

護者を対象に情報モラル教室を実施しました。 

■ いじめ通報アプリ「STOP IT」を導入し、中学生におけるいじめの早期発見と抑止

及び相談体制づくりを進めます。あわせて、全校中学１年を対象に、「傍観者にならず、

行動を起こす」意識を育てる授業を実施します。 

 

事業評価・課題  

■ 市内各小中学校において実態や発達段階に応じた情報モラル教育が進められていま

す。 

■ 家庭の指導力向上が課題です。保護者向け研修会を実施し、ますます家庭における情

報モラルの向上を進めます。 

■ SNS におけるいじめなどの人権侵害が生徒指導上の問題となるケースがあるので、

引き続き指導が必要です。 

 

今後の事業方針  

■ いじめ通報アプリ「STOP IT」を活用し、中学生におけるいじめの早期発見と抑止

及び相談体制づくりを進めます。あわせて、全校中学１年を対象に、「傍観者にならず、

行動を起こす」意識を育てる授業を実施します。 

■ 専門的知識を持つ外部講師を活用し、児童生徒・家庭に向けた授業、職員への研修を

より一層進めます。 
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２ 子ども等の安全の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが交通事故や犯罪の被害に巻き込まれることがないよう、交通安

全教育の充実を図るとともにチャイルドシートの利用促進を図ります。ま

た、地域における防犯の取組や、警察等関係機関との連携による防犯体制

を構築し、市民全体が一体となって子どもを犯罪や事故から守ります。 

自然災害においても、自主防災組織や教育機関等の連携により、子ども

が迅速に避難できる体制を構築します。 

また、万が一犯罪等の被害にあった子どもには、警察や児童相談所等の

関係機関との連携の下、適切な対応を図ります。 

具体的な施策項目としては、①子どもの交通安全を確保するための活動

の推進、②子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進、③被害にあ

った子どもの保護の推進の３項目を掲げ、取組を推進していきます。 
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１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

子どもの交通安全教育を推進するため、交通安全推進隊などのボランティアと連携し、地域

全体で交通事故を防ぐ体制づくりを推進します。 

また、チャイルドシートの正しい着用方法の啓発や貸出事業を推進するなど、着用の促進を

図ります。 
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事業番号・事業名 １３３ 幼児・園児に対する交通安全教育 

担当課 市民生活課、学校教育課、保育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 子どもの交通事故を防ぐために､野田警察署と野田交通安全協会が、毎年市内の保育

所や幼稚園に出向き交通安全教室を実施し、幼児や園児に対して正しい交通ルールの手

本を示し､交通安全に対する親子での理解を深めるとともに､交通事故のない安全で明

るいまちづくりに取り組んでいます。 

 

【実績】 

■ 交通安全教室の実施件数（①）、参加人数（②） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

① ② ① ② ① ② ① ② 

保育所（園） 17 2,125 20 2,286 21 2,344 21 2,289 

幼稚園 3 213 2 175 3 170 3 166 

 

事業評価・課題  

■ 交通事故は減少傾向にあるものの､依然として後が絶えない状況にあることから､幼

児から高齢者までの交通安全教育､各地区の指導者における交通安全活動等の事業推進

が求められています。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き交通安全教室を実施し､さらに交通安全協会等による交通安全推進活動を実

施しながら､交通事故のない安全で明るいまちづくりに取り組んでいきます。 
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事業番号・事業名 １３４ チャイルドシート着用の推進 

担当課 市民生活課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ チャイルドシートの着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進を図る。交通

安全運動実施時に街頭キャンペーン等により、広報啓発に努めます。 

 

【実績】 

■ 交通安全運動実施時に広報啓発活動を年４回実施しました。 

■ 春の全国交通安全運動実施時に出動式及びパレード・街頭キャンペーンを実施しまし

た。 

 

事業評価・課題  

■ チャイルドシート着用の推進について交通安全運動実施時に広報啓発活動を実施し

ていますが、更なるシートベルト着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進に

努める必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 交通安全運動実施時に広報啓発活動等を実施し、チャイルドシートの着用の必要性と

着用効果に関する正しい理解の促進に努めていきます。 
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事業番号・事業名 １３５ チャイルドシート貸出事業の推進 

担当課 社会福祉協議会 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 市内に在住の６歳未満の乳幼児を対象に６か月（1 回延長可能で最長１年間）のチャ

イルドシートを貸し出す。また、里帰り等により市内に短期的に在住する乳幼児のため

に、最長３か月のチャイルドシートを貸し出します。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

貸出件数（件） 345 

チャイルドシートの老朽化に伴う入れ替え台数（台） 0 
 

事業評価・課題  

■ チャイルドシートの老朽化に伴う入替えを、引き続き実施する必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 交通安全の普及啓発とともに、健康で安全な子育て支援の促進を図るためチャイルド

シートを貸し出します。 

■ 引き続き老朽化に伴う入替えを実施します。 
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２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

子どもが巻きこまれる犯罪を未然に防ぐため、被害者とならないための講座やセミナー等の

開催による啓発事業を充実させるとともに、防犯推進員や保護者のボランティア活動、安全安

心メールの配信など、市が一体となって子どもの安全を確保する取組を推進します。 

また、地震や集中豪雨等の自然災害の被害からも子どもを守る必要があるため、各地域で自

主防災組織の立ち上げを促進するとともに、各学校で防災計画を策定し、子どもの安全確保の

推進を図ります。 
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事業番号・事業名 １３６ 青少年の消費者問題対策の推進 

担当課 市民生活課、青少年課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 消費者被害を未然に防ぎ、最小限にとどめるため、消費者相談窓口である消費生活セ

ンターのＰＲを行い、気軽に相談できることを周知します。また、消費生活展､消費生

活セミナー､高校への出前講座等を通じ､消費者問題について啓発する機会が増えるよ

う努めます。 

 

【実績】 

■ 消費生活センターのＰＲとあわせ、消費生活展､消費生活セミナー､出前講座等を通

じ､消費者問題について啓発する機会が増えるよう努めるとともに消費者問題について

広く市民に啓発を図りました。 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

消費生活展（回） 1 1 1 1 

消費生活セミナー（回） 1 1 1 1 

出前講座（回） 6 12 6 11 

 

事業評価・課題  

■ 消費生活センターの事業内容等についてＰＲをしていますが､青少年に関わりのある

団体等からの出前講座の申込みは減少しており､野田市教育委員会等の関係機関と連携

して推進する必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 消費生活センターのＰＲとあわせ、消費生活展､出前講座､消費生活セミナーを通じ､

消費者問題について広く啓発を図ります。また､関係機関と連携を図り､出前講座を実施

していきます。 

【目標】 

 各年度 

消費生活展（回） 1 

消費生活セミナー（回） 1 

出前講座（回） 随時 
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事業番号・事業名 
１３７ 子どもを犯罪等の被害から守るため、関係機関・

団体との情報交換の実施 

担当課 防災安全課、指導課、青少年課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

＜防災安全課＞ 

■ 野田市防犯組合､野田警察署との連携による防犯活動を実施します。 

■ 防犯推進員（警察官経験者）による｢まめばん｣での在所警戒や防犯パトロールの実施、

防犯相談、児童を対象とした防犯教室を実施します。 

■ 安全安心メール防犯情報を配信します。 

■ 防災無線により日没前に帰宅を促すミュージックチャイム（夕焼け小焼け）を放送し

ます。 

＜指導課＞ 

■ 児童生徒を守るため情報共有の流れを構築します。各学校からの情報は、速やかに関

係機関に連絡し適切に処理・対応します。 

＜青少年課＞ 

■ 学校等から提供された不審者情報を基に野田市子ども安全メールを配信しています。 

■ 個人、会社等に「子ども 110 番の家」への協力をお願いしています。 

■ 小中学校を始め関係機関との会議に参加し情報共有を図っています。 

【実績】 

  平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

メール配信件数 31 41 28 50 

 

【実績】（平成 30 年度） 

＜防災安全課＞ 

■ 野田市防犯組合に設立された 17 の支部による各種防犯活動が実施されるとともに、

自治会を単位とする自主防犯組織による防犯パトロールが継続的に実施されました。 

また、10 月開催の防犯組合情報交換会では、各支部間の交流と情報交換による防犯力

の向上を目的に各支部での取組を話し合いました。 

■ 防犯の拠点として開設した「まめばん」は、毎日午後２時から午後７時まで防犯推進

員を配置し業務に当たりました。 

北部まめばんの平成 30 年度利用件数  延べ 215 件 

■ 青色回転灯搭載の防犯パトロール車２台を活用した防犯推進員による防犯パトロー

ルについては、市内全小中学校を中心に子どもたちの下校時刻に合わせ延べ 244 日

間実施しました。 

■ 安全安心メール防犯情報を 51 件配信しました。 

■  防犯推進員による防犯教室を市内全 20 校の小学校で実施し、犯罪から身を守る方法

を指導しました。   
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＜指導課＞ 

■ 子どもの安全を守ることを最優先し、情報共有を適切に行いました。特に、学校から

の防犯の観点による通学路の改善要望をとりまとめ、関係各課と連携して進めました。

防災安全課と連携した防犯推進員による防犯教室を全小学校で実施することで、地域と

しての防犯意識を高めるだけでなく、子どもたちが自らの安全を守る能力の育成にも努

めました。 

■ 学校警察連絡会において情報を共有し、防犯体制の強化に努めます。 

＜青少年課＞ 

■ 不審者情報の多発から防災行政無線を利用し、子どもの見守り放送を行っています。 

 

事業評価・課題  

＜防災安全課＞ 

■ 市民の防犯意識の向上により､防犯組合支部及び自主防犯組織による防犯パトロ－ル

等が継続的に実施され、市内の平成 30 年の犯罪件数は 1,107 件で前年より 146 件

減少しました。 

＜指導課＞ 

■ 児童生徒を守るため情報共有の流れを構築し、各学校からの情報は、速やかに関係機

関に連絡し、適切に処理・対応しました。 

■ 学校警察連絡会において情報を共有し、学校での防犯体制の強化を図ってきました 

＜青少年課＞ 

■ 不審者情報を配信することで、家庭、地域、学校の情報の共有が図られ、児童生徒の

安全・安心に役立つことができました。引き続き各学校との連携により不審者情報の速

やかな配信を行うとともに、関係機関との情報交換や発生防止、抑止に向けて協力を行

う必要があります。 

■ 学校警察連絡協議会事業により犯罪等の被害から子どもたちを守る為の各種事業に

ついて、引き続き協力を行う必要があります。 

 

今後の事業方針  

＜防災安全課＞ 

■ 防犯組合各支部へ補助金を交付し､野田署と連携し各地域の防犯活動を推進していき

ます。 

■ 防犯推進員による｢まめばん｣での在所警戒及び防犯パトロ－ルを実施していきます。 

■ 防犯推進員が実施している「まめばん」での防犯相談について、より相談しやすい環

境の整備に努め、児童の安全の強化を図ります。 

■ 防犯推進員による防犯教室を小学校で実施し、犯罪から身を守る方法を指導してまい

ります。 

■ 安全安心メールにより、市内犯罪発生情報を配信していきます。 

■ 防災行政無線により日没前に帰宅を促すミュージックチャイム（夕焼け小焼け）を放
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送していきます。 

＜指導課＞ 

■ 子どもの安全を守ることを最優先し、情報共有を適切に行います。地域としての防犯

意識を高めるため、各学校に地域と連携・協働を働きかけます。 

＜青少年課＞ 

■ 家庭、地域、学校での情報の共有化を図り、児童生徒の安全安心に役立つ情報を引き

続き配信していきます。 

■ 野田市学校警察連絡協議会との連携を継続していきます。 
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事業番号・事業名 １３８ 子どもに配慮した防災対策の推進 

担当課 防災安全課、指導課、保育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

＜防災安全課＞ 

■ 災害時においては、自主防災組織における共助により子ども（乳幼児）の被害を防ぐ

ことができるように自主防災組織設立を推進し､資機材購入費補助等を実施していま

す。 

■ 安全安心メール防災情報の配信を行っております。 

 

＜指導課＞ 

■ 各学校における防災計画を作成し、子どもの安全確保に取り組みます。特に、着実に

避難訓練を実施する等防災意識を高め、児童生徒・教職員が一体となった防災体制を作

ります。また、保護者や地域住民とも一体となって、地域ぐるみの防災体制を醸成しま

す。 

 

＜保育課＞ 

■ 保育所においては、年 12 回の火災及び地震に対する避難訓練を実施し、防災意識の

醸成を図っています。さらに火災や地震だけではなく風水害の訓練に加え、不審者対応

避難訓練や保護者引渡し訓練を実施し、不審者に対して備える意識を高めるとともに、

保護者に対しても防災意識を高めるよう周知します。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

＜防災安全課＞ 

■ 防災会議委員は、子どもや女性、高齢者、障がい者に配慮した地域防災計画とするため

に女性の委嘱を進めています。委員 34 名のうち女性は 12 名となり、割合は 35.3％とな

っております。 

■ 自主防災組織設立に向けた講習会等を実施し、平成３０年度は３団体の自主防災組織が設

立されました。 

■ 安全安心メール防災情報の配信をしました。 

■ 子ども等に配慮した地域防災計画で被害想定を見直し、幼児用オムツや粉ミルクなど

の備蓄を推進しました。 

 

＜指導課＞ 

■ 各学校の防災計画の見直しを行い、災害時の対応について改善を図りました。 

■ ワンポイント避難訓練の実施等、より実践的な訓練になるよう改善を図りました。 

■ 市内 10 校（小学校６校、中学校４校）に緊急地震速報受信装置を設置し、緊急地震速報

の受信環境を整備しました。 
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＜保育課＞ 

■ 日頃から実施していた訓練が東日本大震災時に生かされたことから、今後も震災発生時に

迅速な対応等ができるよう、毎月の訓練を以前にも増して力を入れて実施しました。また、

携帯電話からの一斉メールを始め、災害等発生時における緊急連絡網の見直しを行いまし

た。 

■ 公立保育所（10 か所）、私立保育所（12 か所）で各保育所ともに年 12 回（毎月１回）

以上の避難訓練を実施しました。 

 

事業評価・課題  

＜防災安全課＞ 

■ 自主防災組織は平成17年度以降､毎年平均10数団体が設立され､平成30年3月末

現在で 217 団体が設立し組織率が 49.4％となっています。 

 

＜指導課＞ 

■ 東日本大震災等により各校の防災意識を継続して持ち続けている。今後も風化させず

に継続的に防災教育に努めていく必要があります。特に学校・子どもたちと地域の関わ

りについて意識するよう指導していく必要があります。たとえば、地域の方と挨拶をす

るなど、日常的に地域と関わっていくことが大切です。 

 

＜保育課＞ 

■ 保育所においては防災に対する避難訓練の実施と併せて、職員、保護者の防災意識を

高める必要があります。また、保護者へ対しては、火災や地震だけではなく、風水害や

不審者対応等についての意識をより高めてもらう必要があります。 

 

今後の事業方針  

＜防災安全課＞ 

■ 子ども等に配慮し、計画を修正していきます。 

■ 引き続き自主防災組織設立を推進していきます。 

■ 安全安心メールにより防災情報を配信していきます。 

■ 子どもに配慮した備品（幼児用オムツ、ウェットティッシュ、粉ミルク、哺乳瓶）を

配備していきます。 

 

＜指導課＞ 

■ 各学校における防災計画を作成し、子どもの安全確保に取り組みます。平成 29 年度

に川間中学校が「避難所対応」をテーマとして、県指定の研究に取り組み、生徒が保護

者や地域住民と一体となった、地域ぐるみの防災体制づくりに努めた内容など、各学校

で参考にし、防災計画などの見直しを図ります。 
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■ 避難訓練については、ワンポイント避難訓練や緊急地震速報受信を想定した訓練を実

施し、より実践的な訓練を実施していきます。 

 

＜保育課＞ 

■ 保育所では防災計画に従い避難訓練を実施して、災害等に対して備える意識を高める

とともに、大震災の教訓を生かし保護者に対しても防災意識を高めるよう周知していき

ます。また、火災や地震だけではなく風水害に対する訓練を実施し、併せて不審者への

対応訓練等を実施するとともに保護者への周知徹底を図っていきます。 
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事業番号・事業名 
１３９ 子どもの施設や学校付近・通学路等における関係機

関等と連携した安全点検及びパトロール活動の推進 

担当課 指導課、保育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 学校警察連絡協議会等を通じて情報を共有し、その情報を広く発信できるように努め

ます。 

■ 「子ども 110 番の家」の協力を広めています。 

■ 幼稚園や保育施設等の未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保に

ついては、警察や道路管理者等の関係機関と連携し、安全点検を実施し必要に応じて安

全対策を講じます。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 地域に合わせた安全指導として、各小学校の PTA が、登下校の見守りサポートや横断

歩道での旗振り係を実施しました。 

■ 登校時のスクールゾーンでは、交通安全協会の方の安全指導を実施しました。また地

域の方の協力のもと、登下校時のパトロール活動の推進をしました。 

■ 不審者情報等については各課と連携をとり情報を共有し、必要に応じて各校や関係機

関に情報を提供しました。 

■ 登下校の安全指導は各校において行いました。 

■ 学校警察連絡協議会、生徒指導主任連絡会で情報を共有し、各校の生徒指導に活用し

ました。 

 

事業評価・課題  

■ 登下校時における地域や保護者への安全指導の協力依頼は、時間的に難しい面もあり

ます。 

■ 学校警察連絡協議会、生徒指導主任連絡会での情報共有により、関係する学校が連携

をとって問題行動に対応することができました。 

■ 幼稚園や保育施設等の未就学児が参加する園外活動については、安全性が第一である

ことを常に意識しながら実施する必要があります。 

今後の事業方針  

■ 不審者情報については各課と連携をとり情報を共有します。 

■ 登下校の安全指導は各校に依頼します。 

■ 学校警察連絡協議会、生徒指導主任連絡会で情報を共有し、各校の生徒指導に活用し

ます。 

■ 未就学児が集団で移動する経路等については、子どもたちの安全を守るため定期的に

安全点検を実施し、関係部署と連携を図りながら安全対策の取組を進めます。 
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３）被害にあった子どもの保護の推進 

犯罪などの被害にあった児童の保護体制を充実させるため、警察や児童相談所、庁内関係各

課との連携を強化します。また、学校や児童委員等との連携も強化し、地域における支援体制

の充実も図ります。 
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事業番号・事業名 １４０ 被害にあった子どもの保護の推進 

担当課 子ども家庭総合支援課、指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 児童が被害にあった場合、被害の種類や状況により、要保護児童対策地域協議会の各

関係機関と連携し、児童の安全確保を最優先とし保護を児童相談所に送致します。 

■ 重篤な虐待や犯罪被害に関する相談・通告には、警察や児童相談所と連携し、迅速か

つ適切な対応を行っています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 虐待ケースで柏児童相談所が一時保護した人数 22 人 

（うち、施設入所した児童 ２人） 

■ 虐待以外のケースで柏児童相談所が一時保護した人数 ８人 

（うち、施設入所した児童 0 人） 

※入所先決定までの一時保護者や親の一時躁鬱に対する一時保護 

 

事業評価・課題  

■ 柏児童相談所、市内部、学校、関係機関相互の連携不足が判明したことから、要保護

児童対策地域協議会における、実務の中心的役割を担う実務者会議の見直しを行い、関

係機関の連携強化を図っていく必要があります。 

■ 市には一時保護の権限はないことから、一時保護を視野に入れた柏児童相談所への送

致依頼をするとともに、役割分担についても明確化する必要があります。 

 

 

今後の事業方針  

■ 児童虐待に関する情報提供等があった場合、48 時間以内に子どもを目視により直接

確認するとされているが、野田市においては原則当日に行うこととし、柏児童相談所職

員の同行、同席も依頼します。 

■ 緊急を要する虐待や犯罪被害の対応に当たり児童の安全確保を最優先にし、ほかに優

先する手段を取る明確な理由がない場合、直ちに立入調査・一時保護を児童相談所また

は身柄付き送致を警察署に要請します。 
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３ 要保護児童などへの対応などきめ細かな取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年々増加する児童虐待相談への対応について、「野田市児童虐待防止総合

対策大綱」の「児童の安全を最優先する」市の方針に基づき、虐待の未然

防止と虐待の早期発見・早期対応に取り組みます。 

また、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議の３層構造で構成する

「野田市要保護児童対策地域協議会」において、実務の中心的役割を担う

実務者会議の抜本的見直しを行うことにより、関係機関の相互の連携、協

力体制の構築を図ります。 

また、「野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン」に基づき、ひとり親家

庭の経済的な自立支援について推進します。 

障がいのある児童への対応については、施設等における取組の充実を図

るとともに、発達障がいを持つ児童では、就学児童における特別支援教育

のシステムとともに、「子ども支援室」による相談体制により、個々の児童

の発達に対応した支援に取り組みます。 

具体的な施策項目として、①児童虐待防止対策の充実、②立入り調査や

一時保護の実施、重大事例の検証における県との連携、③発生予防、早期

発見、早期対応、④ひとり親家庭等の自立支援の推進、⑤障がい児施策の

推進の 5 項目を掲げ、取組を推進していきます。 
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１）児童虐待防止対策の強化 

児童虐待の実務の中心的役割を担う実務者会議の抜本的な見直しを図り、進行管理を実施し

ているケースごとに主担当、関係機関の役割分担、個別支援会議の必要性を議論する場にかえ

るとともに、児童虐待防止管理システムを導入し、柏児童相談所を始め関係機関がシステムを

通じてつながることにより、情報共有の強化を図ります。 

また、野田市と柏児童相談所の連携に特化した児童虐待対応マニュアルを作成し、その後学

校や警察等との連携についても分冊としてマニュアルを作成することで、各機関の連携強化を

図ります。 

さらに、子ども家庭総合支援課を児童福祉法に規定される子ども家庭総合支援拠点として位

置づけ、18 歳までの全ての子どもとその家庭や妊産婦を切れ目なく継続的に支援していくこ

とと併せて、DV と子どもの虐待は関係性が強いことから、DV 相談も同時に実施し、虐待の

未然防止に努めます。  
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事業番号・事業名 １４１ 児童虐待防止対策の強化 

担当課 子ども家庭総合支援課、指導課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 「野田市児童虐待防止総合対策大綱」に基づき、児童虐待の未然防止、早期発見、早

期対応に当たり、子育て支援事業との連携と要保護児童対策地域協議会の関係機関との

連携等により、児童虐待防止の推進を図っています。 

・要保護児童対策地域協議会調整機関としての機能と、子ども家庭総合支援拠点とし

ての機能を持ち、児童虐待と密接な関連のあるＤＶ被害者支援も行う子ども家庭総

合支援課の新設 

・教育委員会に新設した子ども家庭総合支援課分室による学校等への定期的な巡回 

・教職員に対する法的マインドの養成及び子どもの権利擁護のため市内小中学校への

スクールロイヤーの配置及び教育委員会アドバイザーの配置 

・母子保健事業との連携と子育て支援事業を活用した虐待の未然防止の推進 

・要保護児童対策地域協議会による要保護ケースの進行管理 

・虐待通報受理後、原則として当日に安全確認を行うことの徹底 

・学校等から依頼があった場合の、警察官ＯＢの同行訪問の実施 

・児童相談所全国共通ダイヤル『189』のリーフレットの市内全戸配布 

・ポスター展の開催などによる虐待防止啓発事業の実施 

・児童虐待相談受付電話｢子どもＳＯＳ｣の運営 

・進行中の児童虐待の事例について学校等との定期的な情報交換 

・毎月開催される民生委員・児童委員地区定例会での情報共有 

・野田市児童虐待防止総合対策大綱の見直し（令和 2 年度） 

・虐待防止対応マニュアルの改訂（令和元年度、関係機関についての分冊は２年度） 

・連携強化、情報共有を図るための、児童虐待防止管理システムの導入（柏児童相談

所を含む） 

【実績】（平成 30 年度） 

児童虐待相談対応件数（延べ件数） 3,408 

児童虐待相談受付電話「子ども SOS」受付件数（件） 17 

 

■ 要保護児童対策地域協議会は、代表者会議 2 回、実務者会議 13 回、個別支援会議

13 回、関係機関への研修会１回（参加者 76 人）を開催しました。 

■ 進行管理台帳に登録されている子どもで学校・保育園等に所属している場合、所属機

関と毎月１回書面による情報交換を開始しました。（依頼機関 54 か所 情報交換数 

延 1,190 件） 

■ 11 月の児童虐待防止推進月間には、「わたしの願う家族・家庭」ポスター展を開催し、

優秀作品を掲載した啓発チラシを自治会、市内の児童生徒及び医療機関等に配布し、緊

急時の連絡先を掲載することで啓発効果のアップを図りました。（応募総数 601 点） 
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 また、児童虐待防止ステッカー等を公用車及び市内タクシー事業者３か所の車両に装

着し児童虐待防止意識の向上を図りました。（マグネットシート装着 108 枚、バスマス

ク装着 10 枚、懸垂幕２枚） 

■ 保健センターの乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問事業との連携により、虐待リスクの未

然防止のため、育児支援家庭訪問事業につなげました。（6 件） 

 

事業評価・課題  

■ 通報後 48 時間以内に行うとされている安全確認につき、原則当日に対応することを

徹底することにより、虐待の重篤化の防止を図りました。 

■ 要保護児童対策地域協議会実務者会議を抜本的に見直し、主担当や関係機関の役割分

担、個々の案件の具体的な支援方針を決定する個別支援会議開催の必要性を議論する場

に改めるとともに、必要に応じ積極的に個別支援会議を開催することで、関係機関の情

報共有、支援の検討、スケジュールの確認等を行い、情報連携の強化を図りました。 

■ 虐待防止対応マニュアルについては、柏児童相談所との関係に特化したマニュアルを

作成のうえ、毎年度内容を見直しするとともに、学校や警察等との連携についても分冊

等により個別のマニュアルを作成していきます。 

 

今後の事業方針  

■ 今後も、要保護児童対策地域協議会の関係機関との連携を強化し情報を共有化して、

各関係者の役割を果たしつつ適切な対応に当たります。また、引き続き全ケースの進行

管理を行い、ケースの掘り起こしや虐待の重篤化の防止に努めていきます。 

■ 「居住実態が把握できない児童」の所在確認に関しては、引き続き以下のとおり対応

します。  

① 最初にケースを把握する関係部署（保健センター・教育委員会等）が速やかに子ど

も家庭総合支援課に報告 

 ② 必要な情報を関係部署や関係機関から収集 

 ③ 得られた情報を要保護児童地域対策協議会で共有して対策を協議 

 ④ 必要に応じて児童相談所や警察に対応を依頼 

  ※システムの各段階において、児童の所在を迅速に把握していきます。 

■ 子ども家庭総合支援課は、児童福祉法に規定される子ども家庭総合支援拠点として、

18 歳までの全ての子どもとその家庭や妊産婦を継続的に支援していきます。 

■ 虐待と関連性の強いＤＶ支援についても、啓発、相談、支援等を一体的に実施してい

きます。 
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事業番号・事業名 １４２ 子ども家庭総合支援拠点 

担当課 子ども家庭総合支援課 事業区分 新規 

    

事業の内容・実績  

■ 子ども家庭総合支援課を、児童福祉法に規定される子ども家庭総合支援拠点として位

置付け、18 歳までの全ての子どもとその家庭や妊産婦を切れ目なく継続的に支援する

ことで、子育ての孤立化を防ぐとともに、関係機関相互の円滑な連携・協力を図り、具

体的な支援に結びつけています。 

また、従来から実施している家庭児童相談室の相談業務も併せて実施しています。 

 

事業評価・課題  

■ 子育て世代包括支援センター（保健センター・関宿保健センター）との情報共有、子

どもの発達段階や家庭の状況等に応じた連携を行っていく必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 広く市民に子ども家庭総合支援拠点の事業を周知し、18 歳までの全ての子どもとそ

の家庭や妊産婦への切れ目なく継続的な支援施策を充実させるとともに、相談者に応じ

た地域資源の活用等につなげることで、児童虐待の予防・早期対応を図ります。 
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事業番号・事業名 １４３ 子育て短期支援事業 

担当課 子ども家庭総合支援課 事業区分 新規 

    

事業の内容・実績  

■ 保護者の子育て支援、要保護児童対策の一環として、保護者の入院などにより家庭に

おいて子どもを養育することが一時的に困難となった場合に、委託先の児童養護施設晴

香園で宿泊又は日帰りで一時的に子どもを預かっています。 

 

【実績】 

 平成 2７年度 平成 2８年度 平成 2９年度 平成３０年度 

利用者数（人） 4 5 5 3 

利用日数（日） 16 50 32 9 
 

事業評価・課題  

■ 虐待の防止に効果的な事業として、母親の育児疲れによるレスパイトのための利用を

行うことで、支援ができました。 

■ 利用者数の伸び悩みがあり、保健センターによる乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問

事業の母子保健事業との連携や、子ども家庭総合支援拠点や家庭児童相談室での相談等

から、積極的に支援につなげていく必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 保健センターによる乳幼児健康診査や乳児家庭全戸訪問事業の母子保健事業と連携

し、さらに、子ども家庭総合支援拠点及び家庭児童相談室の相談業務から、子育て短期

支援事業につなげ、児童虐待の予防・早期対応を図ります。 
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２）立入り調査や一時保護の実施、重大事例の検証における県との連携 

野田市においては、児童虐待の通報後 48 時間以内に行うとされている安全確認につき、原

則当日に対応することを徹底します。 

また、「ほかに優先すべき明確な理由がない場合は、直ちに立入調査を要請する」との基本方

針に基づき、児童相談所及び関係機関と連携を図ります。 

さらに、専門性の高い相談業務にも対応できるよう、県児童相談所との情報交換を定期的に

行うとともに、相談に当たる職員の資質の向上を図ります。 
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事業番号・事業名 １４４ 千葉県柏児童相談所との情報の交換・連携 

担当課 子ども家庭総合支援課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 要保護児童対策地域協議会実務者会議では、毎月、全ケースについて情報交換を行う

とともに、個々の案件の具体的な支援方針を決定する個別支援会議開催の必要性を議論

し、個別支援会議の開催が必要となった案件については、速やかに開催し、関係機関の

情報共有、支援の検討、スケジュールの確認等を行うことで、情報連携の強化を図って

います。 

また、更なる連携の強化のため、柏児童相談所に市の児童虐待管理システムを専用回

線でつなぎ、端末を設置いたしました。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 対応が困難なケースについては随時援助を依頼し、助言及び同行訪問等の協力を持っ

ています。また、必要に応じてケース送致することで、次の段階の対応に進めています。 

   援助依頼件数   5 件 

送致件数     9 件 

 

事業評価・課題  

■ 新規及び継続中の困難ケースへの対応に関して、専門性の高い見解や援助技術につい

ての助言を受け処遇方針を決定しました。 

■ 実務者会議を抜本的に見直し、会議は柏児童相談所、野田警察署出席の下、個々の案

件に対し、詳細な情報を共有するとともに、主担当や役割分担等を協議し、連携の強化

を図りました。 

 

今後の事業方針  

■ 今後も継続して相談業務に必要な専門性の高い見解や援助技術についての助言や情

報を取り入れます。 

■ 柏児童相談所との連携に特化した、児童虐待防止対応マニュアルの活用により、情報

の共有及び連携の強化を推進し、毎年度更新します。 
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３）発生予防、早期発見、早期対応 

児童虐待の発生を予防、早期発見、対応するため、乳幼児健診や訪問指導等の母子保健活動

や地域の医療機関等との連携を強化し、支援の必要な家庭の把握に努め、養育支援によるフォ

ローに適切につなぐ体制について推進します。 

また、所在を確認できない児童の早期把握のための関係機関との連携システムを構築してお

り、その履行に確実に取り組んでいきます。 

  



 

248 

 

事業番号・事業名 １４５ 要支援家庭の早期発見・早期対応 

担当課 子ども家庭総合支援課、保健センター 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 乳幼児健康診査や相談等の母子保健事業において、未受診の理由や背景等が把握でき

ない等虐待発生のリスクが高いと考えられるケースなど、支援に関して検討を要する家

庭の早期発見に努めています。 

■ 家庭訪問等で保護者の不安や訴えを受け止め、家庭環境等に配慮しながら必要時早期

に「育児支援訪問事業」につなげる等、関係機関と連携して支援し、虐待の予防に努め

ています。 

■ 養育支援が必要と思われる家庭について、早期に情報を共有して、サービスの検討を

行い、効果的な育児支援ができるよう関係機関と連携をとりました。 

■ 教育委員会内指導課に分室を設置し、小中学校、幼稚園及び保育所を訪問し、子ども

に関する情報を聞き取ることにより、早期発見につなげました。 

 

事業評価・課題  

■ ハイリスクケースの母子等に対しては保健師・助産師等による妊娠期からの家庭訪問

等による育児サポートとともに、乳幼児健康診査の場における母親の育児不安や親子関

係の状況、未受診児の状況の把握に努め、継続して支援する必要があります。 

■ 早期発見のためには、地域の声も大切であることから、更なる啓発活動の推進を図る

必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 虐待につながりやすい兆候があると思われる要支援家庭を早期に把握し、育児支援訪

問事業につなげる等、関係機関との連携を更に強化します。 

■ 所在を確認できない児童の早期把握のため、関係機関との連携体制を強化します。 

■ 要支援と考えられる家庭について､関係機関と情報を共有し､継続的で適切な支援に

つなげます。 

■ 通告を受理した場合は、国が規定する 48 時間以内ではなく、当日に即対応します。 

 

 

 

事業番号・事業名 
１４６ 乳児家庭全戸訪問事業・妊婦訪問事業 

【事業番号８ 再掲】 

担当課 保健センター 事業区分 既存 
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４）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

母子家庭や父子家庭等への支援については、「野田市ひとり親家庭支援総合対策プラン（第４

次改訂版）」に基づき、経済的自立と児童の健全育成に向けた支援の充実を中心に施策を推進し

ます。 

経済的支援に関する制度である児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度、野田市独自

の養育者支援手当等の各制度について、国の制度を踏まえた改正と情報提供を始め、就労と収

入増に向けた相談などの支援や母子寡婦福祉会の交流などに取り組みます。 
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事業番号・事業名 
１４７ ひとり家庭等の情報提供・相談機能・支援体制の 

充実 

担当課 児童家庭課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ ひとり家庭等に対する自立支援策について、市報、ホームページ、児童扶養手当の窓

口を活用し、広報啓発を行うほか、母子・父子自立支援員による情報提供や相談の充実

に努めています。 

■ 母子寡婦福祉会の各種イベント等の団体事業を通じ、会員相互の交流や情報交換等の

機会の拡充を図っています。 

 

【実績】（平成 30 年度） 

■ ひとり親家庭相談：   804 件 （母子・父子自立支援員による相談） 

■ 婦人相談    ：   116 件 （婦人相談員による相談） 

■ 市報及び市ホームページに相談事業及び助成制度を掲載 

■ 「ひとり親家庭支援のしおり」（平成 30 年 6 月改訂版）を作成 

■ 母子・父子自立支援員研修会（庁内講師により平成 31 年 2 月 15 日開催） 

    実施日：平成 31 年 2 月 15 日（金） 

    内 容：就学援助制度について 

        就園奨励費制度について 

        奨学金について 

        転出入手続について 

        学区外就学について 

    講 師：学校教育課職員 

■ 野田市母子寡婦福祉会に委託して「ひとり親家庭等情報交換事業」を実施（全 8 回実

施）し、128 人の親子が参加し交流を深めました。 

■ 野田市母子寡婦福祉会の会員数 172 人 

 

事業評価・課題  

■ 平成 30 年度に実施したひとり親家庭等の支援に関する意識調査の結果によると、制

度の周知度や利用状況が低調なものが多く、子育てや就労に関する支援制度について周

知徹底を図る必要があります。 

■ 若い会員の母子寡婦福祉会への加入促進については、プライバシーの重視などの観点

から難しい面もありますが、引き続き団体事業の紹介などを通じ積極的に行う必要があ

ります。 

 

 

 



 

251 

 

今後の事業方針  

■ 引き続きひとり親家庭に対する支援策について、特に母子・父子自立支援員による離

婚直後の情報提供や相談対応に努めるほか、母子寡婦福祉会の事業による会員相互の交

流等の機会拡充を図っていきます。 

■ 平成30年度実施の意識調査の結果から、特に母子家庭の母の就労収入が低く、依然

として厳しい経済状況が続いており、資格の修学等による転職や収入アップの意向が強

いことから、収入増に向けた資格の取得やスキルの向上のための支援が必要です。 

■ 令和2年度から令和6年度までを計画期間とする「野田市ひとり親家庭支援総合対策

プラン（第4次改訂版）」の基本目標「情報提供・相談機能・支援体制の充実」に位置

付ける施策を推進していきます。 
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事業番号・事業名 １４８ ひとり親家庭等の就労支援の拡充 

担当課 児童家庭課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ ハローワークや市の無料職業紹介所等と連携し、母子・父子自立支援員がひとり親家

庭個々の実情に応じてきめ細かく支持し、就業に結びつける母子・父子自立支援プログ

ラム策定事業を推進しています。 

■ 職業訓練センターを活用した就業支援講習会を開催し、就労や収入増に向け、ひとり

親家庭のスキルの向上を図っています。 

■ 平成 28 年 7 月から母子・父子自立支援員がひとり親家庭から就職希望の多い業種の

事業所を選定・訪問し、ひとり親家庭の雇用への理解及び雇用促進奨励金制度の啓発活

動を行い、就労相談の際に訪問した働きやすい環境の事業所などの情報提供を行ってい

ます。 

■ 自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金、高等学校卒業程度認定試験合格

支援事業等の支給により、ひとり親家庭を支援しました。 

 

【実績】 

 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

就業支援講習会 17 16 14 11 

自立支援教育訓練給付金
事業 

1 3 2 4 

高等職業訓練促進給付金 9 11 9 11 

母子自立支援プログラム
策定事業 

23 25 16 26 

高等学校卒業程度認定試
験合格支援事業 

- - 0 0 

事業評価・課題  

■ 平成 30 年度実施の「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査」の結果によると、母

子家庭の母の就業形態は「パート・アルバイト等」が 45.7％、「正規の職員・従業員」

が 36.7％であること、また就職や仕事の問題解決のために必要な支援策として、「訓練

受講などに経済的な支援が受けられること」が最も多く 44.2％となっています。この

ため、正社員となれるスキルの向上を含めた就労支援の充実を図る必要があります。 
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今後の事業方針  

■ 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(H25.3.1)の施行

により、各事業の対象に父子家庭が加わったことから、父子家庭に対する制度の周知や

適切な相談対応に努めます。 

■ 特に就労収入の低い母子家庭の母がより高収入を得られるよう就業し、自立した生活

を送るため、母子・父子自立支援員が無料就労紹介所やハローワーク等と連携し、より

きめ細かい自立支援プログラムを策定する事業を推進します。また、職業訓練センター

を活用した就業支援講習会や高等職業訓練促進給付金等支給事業等の活用推進に努め、

資格の取得やスキルの向上の支援に努めます 

■ 令和 2 年度から令和 6 年度までを計画期間とする「野田市ひとり親家庭支援総合対

策プラン（第 4 次改訂版）」の基本目標「就業支援の拡充」に位置付ける施策を推進し

ていきます。 
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事業番号・事業名 １４９ ひとり親家庭等の子育て支援の充実 

担当課 児童家庭課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ ひとり親家庭等日常生活支援事業の利用促進、ファミリー・サポート・センター利用

料助成制度の活用により、ひとり親家庭等における育児負担や経済的負担の軽減を図っ

ています。 

 

【実績】 

＜ひとり親家庭等日常生活支援事業 利用件数＞ 

利用件数 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子育て支援（件） 9 10 5 3 

生活援助（件） 1 1 0 1 

 

＜ファミリー・サポート・センター利用料助成 （ひとり親家庭）＞ 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用登録世帯数（件） 21 21 16 13 

利用料助成世帯数（件） 19 19 12 10 

延べ利用時間（時間） 1225.5 1199.5 636.9 424.5 
 

事業評価・課題  

■ 平成 30 年度実施の「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査」によると、仕事と子

育てに関する悩みについて、「残業などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配」

と「子どもの急な病気などでも、仕事をあまり休むことができない」を合わせると母子

家庭が 39.3％、父子家庭が 45.4％と高く、上記のような事業のニーズはあるものの、

認知度が高いとはいえないため、周知の徹底が必要です。 

今後の事業方針  

■ 引き続きひとり親家庭に必要な子育て支援や生活支援を行い、求職活動時や残業時等

の子育てをフォローしていきます。 

■ 税法上、寡婦控除が適用されない未婚の母等について、保育料等の策定にあたり不利

にならないよう「みなし適用」することについて適用する事業を検討し、引き続き実施

します。 

■ 令和 2 年度から令和 6 年度までを計画期間とする「野田市ひとり親家庭支援総合対

策プラン（第 4 次改訂版）」の基本目標「子育て支援の充実」に位置付ける施策を推進

していきます。 
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事業番号・事業名 
１５０ ひとり親家庭等の居住支援の充実 

【事業番号９０ 再掲】 

担当課 営繕課 事業区分 既存 

 

 

事業番号・事業名 １５１ ひとり親家庭等の養育費確保のための支援の充実 

担当課 児童家庭課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 養育費問題の解決を図るために、「野田市版養育費取得のしおり」を作成し、児童扶

養手当等の申請窓口を通じて説明を行うほか、母子寡婦福祉会の取組による「無料法律

相談事業」を毎月１回実施しています。また、弁護士による「養育費等個別法律相談会」

を実施しています。 
 
【実績】 

無料法律相談事業 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

相談件数（件） 16 21 20 27 
 

養育費等個別法律相

談会 
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

開催回数 (回) 1 1 1 3 

参加者数 (人) 9 7 7 12 
  

事業評価・課題  

■ 平成 30 年度実施の「ひとり親家庭等の支援に関する意識調査」によると、「養育費

確保のための無料法律相談」について、「役に立った」、「知っている」を合わせると母

子家庭が 51.1%、父子家庭が 18.3%となっています。 

しかし、養育費の取得については、「現在も受けている」のは母子家庭が 25.2%、父

子家庭は 1.7%で、「受けたことがあるが現在は受けていない」のは母子家庭が 11.1%、

父子家庭が 3.4%となっており、依然として取得している割合が低い状況ですが、養育

費の取り決めをしていない理由として母子家庭は「相手と関わりたくないから」の割合

がトップであることから、個々の事情に応じた相談対応が必要です。 
 

今後の事業方針  

■ 養育費取得のため、引き続き相談事業を推進します。 

■ 子どもの育成の面からも重要な面会交流について、県の事業などの周知を図っていき

ます。 

■ 令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「野田市ひとり親家庭支援総合対策

プラン（第４次改訂版）」の基本目標「養育費確保のための支援の充実」に位置付ける

施策を推進していきます。 
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事業番号・事業名 １５２ ひとり親家庭等の経済的支援の充実 

担当課 児童家庭課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 所得の低いひとり親家庭等や父又は母のいない子を養育する祖父母などの養育者に

対し、「児童扶養手当」や野田市独自の「養育者支援手当」などの支給により生活基盤

を支えるための支援や、医療費による経済的負担の軽減を図る「ひとり親家庭等医療費

助成」による支援に努めています。 

■ 養育者支援手当については、平成 26 年 12 月の法改正により児童扶養手当の一部が

支給対象となる公的年金を受給する養育者についても引き続き支援できるよう、条例の

改正を行いました。 

【実績】                              （人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

児童扶養手当受給者数 1,401 1,290 1,270 1,208 

養育者支援手当 8 6 7 7 

ひとり親家庭医療費助成
制度延受給者数 

2,071 1,821 1,671 1,578 

 

 

事業評価・課題  

■ 離婚直後のひとり親家庭に対しては、ほかの自立支援策と合わせて、経済的支援の情

報提供に努める必要があります。 

■ 受給者の中には制度の趣旨についての理解不足などから、資格喪失などの要件が発生

しても届出を怠るなど不適切な受給のケースがあります。児童扶養手当について事実婚

等により返還金が生じた場合などは、返還計画を立てるように指導し、対象者がその計

画を履行するように対応していく必要があります。 

今後の事業方針  

■ 引き続きひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当や養育

者支援手当、ひとり親家庭等医療費助成等の制度に関して情報提供に努めるほか、制度

の趣旨説明を徹底するなど適正な給付事務に努めます。 

■ 令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「野田市ひとり親家庭支援総合対策

プラン（第４次改訂版）」の基本目標「経済的支援の推進」に位置付ける施策を推進し

ていきます。 
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５）障がい児施策の推進 

野田市の障がい者の施策については、障害者基本法に基づく「野田市障がい者基本計画」と

障害者総合支援法に基づく「野田市障がい福祉計画」及び児童福祉法に基づく「野田市障がい

児福祉計画」により、障がいの有無にかかわらず、人格と個性を尊重し支えあう共生社会の構

築を基本に推進しているところです。 

障がいのある子どもについては、児童福祉法に基づく障害児通所支援や一部の障害者総合支

援法に基づく支援や施設におけるサービスの充実などの施策に努めているところですが、特に

発達障がいについては、特別支援教育とともに、「子ども支援室」による個々の児童の発達に応

じた総合的な相談に取り組み、早期発見と早期療養への適切なつなぎを図ります。 
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事業番号・事業名 １５３ 障がいに関する理解促進 

担当課 生活支援課、障がい者支援課 事業区分 既存 

 

事業の内容・実績  

■ 共生社会の理念を普及するとともに、障がいのある人に関する正しい理解を促して心

のバリアフリー化を進めるため、各種行事や講演会等への参加を支援しています。 

【実績】                            

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

障がい者釣大会（人） 80 85 71 68 

サンスマイル（人） 約 1,000 約 1,100 約 1,100 約 1,100 
 

事業評価・課題  

■ 障がいのある人に対する理解を深めるには、障がいのある人とない人が地域等様々な

場において交流する機会が必要となっています。 

今後の事業方針  

■ 継続的に共生社会の理念を普及するとともに、障がいに関する正しい理解を促して心

のバリアフリー化を進めるため、各種行事を中心に幅広い層の参加による啓発活動等を

推進していきます。 

 

数値目標  

 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

障がい者釣大会(人) 80 80 85 85 90 

サンスマイル(人) 約 1,100 約 1,100 約 1,100 約 1,100 約 1,100 
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事業番号・事業名 １５４ 障がいのある子の外出支援の促進 

担当課 障がい者支援課 事業区分 既存 

 

事業の内容・実績  

■ 障がいのある子が地域行事の参加や、通院等の際、福祉タクシーや福祉サービス（移

動支援・意思疎通支援）を利用することにより、社会活動の範囲を広め、障がいのある

子の福祉の向上を図っています。 

 

【実績】 

福祉タクシー                                

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子どもの登録者(人) 集計なし 13 61 70 

移動支援                               

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子どもの利用者(人) 32 32 47 39 
 

事業評価・課題  

■ 利用登録者数が増えており、外出の機会の拡充に寄与しています。 

■ 障がいのある子の社会参加の拡大のため、今後も利用促進を図ります。 

■ 引き続き適切な福祉サービスの利用促進を図ります。 

 

今後の事業方針  

■ 障がいのある子の社会活動の範囲を広めるため、登録事業所の拡充に努めるととも

に、市内事業者に対し、車いすやストレッチャー対応の福祉タクシーの導入について働

きかけていきます。 

■ 移動支援の対象となる外出内容について、拡充を図ります。 

 

数値目標  

 

福祉タクシー 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

子どもの登録者(人) 79 87 93 96 96 

移動支援 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

子どもの利用者(人) 46 52 57 59 59 
 

 

 



 

260 

 

事業番号・事業名 １５５ 障がいのある子の相談体制の充実 

担当課 障がい者支援課、子ども支援室 事業区分 既存 

 

事業の内容・実績  

■ 妊娠期から 18 歳までの子育てに関する総合相談窓口として、子ども相談支援室に心

理士等の専門職を配置し、妊娠・子育て・発達などの相談を行っています。 

■ 障がい者総合相談の機能を障がい者支援課に置き、一般的な相談、当事者・関係者相

談を実施しています。 

■ 相談支援事業所では、障がい特性に配慮した相談を行います。 

■ 障がい者相談員 11 名に委嘱し、障がい者等の生活全般に関する相談受付を実施して

います。 

 

【実績】 

相談件数（述べ件数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子ども支援室（件） 104 247 536 754 

相談支援事業所（件） ― 502 350 262 

障がい者相談員（件） 938 726 708 722 

※子ども支援室の平成 27 年度は 10 月以降の実績です。 

事業評価・課題  

■ 障がいのある子の保護者を含め多くの方が利用されています。 

■ 相談内容の多様化により、関係機関の連携がより必要な相談が増えてきています。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き関係機関との連携の向上を図ります。 

■ 引き続き相談支援事業、障がい者相談員による相談受付業務を継続して実施します。 

 

数値目標  

■ 利用者が相談しやすい体制整備を図っていきます。 

■ 障がいに関する相談支援の核となる基幹相談支援センターの設置を目指します。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

基幹相談支援センタ
ー 

設置 令和２年度設置のセンターの運営 
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事業番号・事業名 １５６ 心理相談の充実 

担当課 子ども支援室 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 妊娠期から 18 歳までの子育てに関する総合相談窓口として、子ども支援室に心理士

を配置し、妊娠・子育て・発達などの相談を行っています。 

保護者や子ども本人からの相談や乳幼児健診などの母子保健事業、関係機関からの案内

により相談につながっています。 

 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

心理相談（人） 211 344 301 251 

 

 

事業評価・課題  

■ 子ども支援室の心理士が毎日常駐していることにより、心理士と早期に相談すること

ができました。 

■ 相談後に継続して支援できるよう他機関との連携を強化する必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 相談の場において、心理士と保健師等のスタッフが連携し、子どもと保護者の支援を

継続して行えるようにします。 

■ 療育施設等の関係機関と適切な連絡調整を行えるようにします。 
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事業番号・事業名 １５７ ことば相談室の機能の充実 

担当課 保育課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 市内在住の就学前児童について、言語発達遅滞、吃音（きつおん）等の児童に対して

個別指導を行うとともに、保護者に対しても相談に応じ、子育て支援の促進を図るとと

もに、利用希望ニーズに留意し、相談日数、相談員を確保しています。また、就学に際

しては学校との連携により、相談業務のスムーズな移行を行っています。 

【実績】 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用

人数

(人) 

延利用件

数（件） 

利用

人数

(人) 

延利用件

数（件） 

利用

人数

(人) 

延利用件

数（件） 

利用

人数

(人) 

延利用件

数（件） 

野田 
ことば相談室 77 949 95 1,042 89 1,013 88 888 

関宿 
ことば相談室 93 815 66 691 57 638 47 534 

就学に向けて
の学習会参加
者（人） 

50 48 43 48 

■ 研修等への参加を通じて指導員等の資質向上と総合的な機能の強化を図りました。 
 
 

事業評価・課題  

■ 適正な指導訓練の実施について多くの希望者に対し適切に行ったが、利用ニーズの高

まりに応えるため、引き続き機能の充実が求められています。 

■ 言語発達遅滞以外のコミュニケーションが取りにくいことや集中できない等の発達

障がいの疑いのある利用者が多くなってきているため、それらの利用者も含めて、言語

発達遅滞として一括して指導していきます。 

■ 子ども支援室とことば相談室との連携等について、引き続き検討する必要がありま

す。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き市内在住の就学前児童について言語発達遅滞、吃音等が見られる言語障がい

児童に対して個別指導を行うとともに保護者に対しても相談に応じ、子育て支援の促進

を図り、指導員等の資質向上と総合的な機能の強化を図るため積極的に研修参加を勧め

ます。また、就学に際しては学校との連携により相談業務のスムーズな移行を行うとと

もに発達障がいの疑いがある就学前児童について、連携して取り組めるよう関係機関と

検討します。 

■ より専門的で適切な指導を行うため、言語聴覚士（会計年度任用職員）を募集します。 

■ 「子ども支援室」との連携により適切な支援につなげます。 

 

事業番号・事業名 
１５８ 子ども支援室による支援の推進 

【事業番号７９ 再掲】 

担当課 子ども支援室 事業区分 新規 
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事業番号・事業名 １５９ 障がい児教育の推進 

担当課 指導課、子ども支援室 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 特別支援教育に関する研修会を企画・実施し、専門性・資質を高めています。 

■ 年間３回野田市特別支援教育連携協議会を開催し、関係機関の連携を図っています。 

■ 学校の要請により、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ひばり教

育相談員を派遣し、学校の支援体制づくりをサポートしています。 

【実績】（平成 30 年度） 

■ 教育委員会主催の研修会を実施し、幼稚園・小・中学校の通常学級を含めた教員の専

門性を高めました。 

■ 野田市特別支援教育連携協議会で、福祉と教育の連携上における成果と課題を協議し

ました。 

■ 学校の要請に応じ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ひばり教

育相談員を派遣し、学校の体制づくりをサポートしました。 

■ ことば相談室親の会や、あさひ育成園及びこだま学園の平成 31 年 4 月就学予定児の

保護者に対し、教育委員会及び特別支援学校の協力の下、７月に就学説明会を開催し、

保護者からの就学相談等に応じ、就学につながるよう支援を実施しました。 

■ 特別支援教育に携わる教職員を対象に，年 10 回の研修（教育相談研修 1 回・教育課

程説明会 2 回・新任担当者研修 1 回・特別支援学級支援員研修 1 回・サポートティー

チャ―研修 1 回・校内研修会 4 回 等）を実施し，指導力や専門性の向上を図りまし

た。 

事業評価・課題  

■ 特別支援教育の研修会は、今後も各校や教育委員会主催で実施していく必要がありま

す。 

■ 早期相談、支援に向け、福祉と教育の各相談活動の連携がさらに強化される必要があ

り、情報交換の方法を検討する必要があります。 

■ 学校の要請に応じ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ひばり教

育相談員を派遣することで、学校の体制づくりの充実が図られました。 

■ 就学予定児の殆どは、就学相談後、スムーズに進路を決定することができました。 

今後の事業方針  

■ 研修会により教員の専門性の向上を図ります。 

■ 年間 3 回野田市特別支援教育連携協議会を開催し、関係機関の連携を図ります。 

■ 学校の要請により、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、ひばり教

育相談員を派遣し、学校の支援体制づくりをサポートします。 

■ 次年度の就学予定児の保護者に対し、就学説明会を教育委員会及び特別支援学校の協

力を得て、こだま学園等で実施します。 
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業番号・事業名 
１６０ 障がいのある子が日中活動や社会との交流の機会

を提供する施設支援の充実 

担当課 障がい者支援課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 地域活動支援センターに対して、本市に居住している障がいのある人等の利用者数に

応じて運営費を補助します。 

■ 日中一時支援事業の実施により、障がいのある子の日中における活動の場を確保して

います。 

 

【実績】 

■ 地域活動支援センター 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

事業所（か所） 10 8 7 7 

利用登録者（人） 159 104 95 93 

■ 日中一時支援 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

子どもの利用者(人) 56 56 69 59 
 

事業評価・課題  

■ 地域活動支援センターに運営費等の補助金を交付することにより、利用者に対するサ

ービスの向上と事業所運営が保たれています。 

■ 地域活動支援センターにおいて、専門職員の配置や機能訓練、社会適応訓練、入浴な

どのサービスを通じ自立等を高める事業を実施している事業所が少ない状況です。 

■ 医療的ケアが必要な子が利用できる日中一時支援事業所が少ない状況です。 

今後の事業方針  

■ 地域活動支援センターの運営費等の補助金交付を継続し、利用者に対する支援の充実

と促進を図ります。 

■ 各種専門支援への研修会等の啓発により、専門職員等の配置の推進を図り、利用者に

対する支援の充実と促進を図ります。 

  

数値目標  

■ 地域活動支援センター 

■ 日中一時支援 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

子どもの利用者(人) 61 63 64 64 64 
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

事業所（か所） ８ 8 8 8 8 

利用登録者（人） 95 100 100 105 105 
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事業番号・事業名 １６１ 機能訓練や医療的ケアが必要な子への支援の充実 

担当課 障がい者支援課、子ども支援室 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 各種専門的な研修会に参加し､職員の資質向上を図っています。 

■ あさひ育成園やこだま学園において、市の作業療法士（OT）と理学療法士(PT))によ

り必要に応じ機能訓練を実施しています。 

■ あさひ育成園では、看護師が常駐しており、医療的ケアが必要な子の受け入れをして

います。 

 

事業評価・課題  

■ 市の理学療法士及び作業療法士が機能訓練を実施したことにより、充実が図られまし

た。また、従来の理学療法士 1 人に加え、新たに理学療法士 1 人、作業療法士 2 人が

採用されたことにより 4 名の専門職が機能訓練を実施し更なる充実が図られました。 

■ 看護師が常勤していることで、医療的ケアが必要な園児の療育が図られました。 

■ 医療的ケアが必要な子どもが利用できる日中一時支援事業が少ない状況です。 

■ 医療的ケアができる資格のある介護職員が少ない状況です。 

■ 医療的ケアが必要な子どもが緊急時に預け入れられる施設が少ない状況です。 

 

今後の事業方針  

■ 引き続き市の作業療法士（OT）と理学療法士(PT))による機能訓練を実施しています。 

■ 引き続きあさひ育成園に看護師を配置し、療育の質の向上を図ります。 

■ 引き続き電気式たん吸引器や透析液加温器など、日常生活がより円滑に行われるため

の用具の給付又は貸与を実施しています。 

■ あおい空において、医療的ケアが必要な子どものも利用できる日中一時支援を実施し

ています。 

■ 介護職員の喀痰吸引等研修への参加を図っています。 

■ 市内医療機関との連携を図り、緊急時の受入れを検討していきます。 

■ 新たに、災害時等にの停電に備え、電気式たん吸引器や透析液加温器などに必要な非

常用発電機の購入に対する助成を検討していきます。 

 

数値目標  
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和5年度 令和6年度 

機能訓練の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

日常生活用具の給付
又は貸与 

実施 実施 実施 実施 実施 

日中一時支援の実施 
（あおい空） 

実施 実施 実施 実施 実施 

喀痰吸引研修の参加
（人） 

４ ４ ５ ５ ５ 
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事業番号・事業名 １６２ 障がいのある子の生活支援 

担当課 障がい者支援課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 平成 30 年度から重度の障がい等により外出が著しく困難な障がいのある子の居宅に

訪問して発達支援を行う、居宅訪問型児童発達支援を行っています。 

■ 電気式たん吸引器や透析液加温器など、日常生活がより円滑に行われるための用具の

給付又は貸与を実施しています。 

 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

居宅訪問型児童発
達支援利用者（人） 

－ － － 0 
 

事業評価・課題  

■ 平成 30 年度から行っている居宅訪問型児童発達支援の実施事業者が少ない状況です。 

今後の事業方針  

■ 居宅介護事業者の拡充の支援をするとともに、真にサービスが必要な方にサービスを

提供できるように努めます。 

 

数値目標  
 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

居宅訪問型児童発
達支援利用者（人） 

４ ４ ４ ４ ４ 
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業番号・事業名 １６３ 施設サービスの充実 

担当課 障がい者支援課 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ こだま学園が福祉型児童発達支援センター、あさひ育成園は、平成２７年４月に医療

型児童発達支援センターから福祉型児童発達支援センターに移行し、通所支援事業を行

っています。 

■ 入園児の人数により、児童福祉施設最低基準に基づき、非常勤の保育士等を活用し適

正な職員配置を行っています。 

 

【実績】 

こだま学園利用者 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

児童発達支援（人） 21 27 29 29 

障害児相談支援（人） 40 70 97 112 

保育所等訪問支援（人） 9 11 9 9 

 

あさひ育成園利用者 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

児童発達支援（人） 10 8 12 12 
 

事業評価・課題  

■ こだま学園、あさひ育成園とも、年度途中で入園を希望するケースもあり、指定管理

者と連携し、年間を通して入園希望者を受入できる体制の充実を図ります。 

■ こだま学園の利用希望者が増加する傾向にあるため、定員拡大のための対策が必要と

考えています。 

今後の事業方針  

■ 指定管理者制度により管理、運営を行い、事業所の特性を生かした児童発達支援事業

（主に知的障がい児を対象に療育を行うこだま学園、日常生活動作訓練や運動機能等の

低下防止を含めた療育を行うあさひ育成園）を実施します。 
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事業番号・事業名 １６４ 福祉カー貸出事業の充実 

担当課 社会福祉協議会 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 障害者（児）及び高齢者等の社会参加を促進し、福祉の向上を図るため、車いす対応

普通車（ﾐﾆﾊﾞﾝ）及び軽自動車の貸出を行いました。 

 

【実績】                               （件） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

福祉カー貸出実績計 331 320 339 253 

ゆうあい号（ﾐﾆﾊﾞﾝ） 94 87 87 63 

たんぽぽ（軽自）（4 台） 237 233 252 190 
 

事業評価・課題  

■ 周知広報に努める必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 障がい者・児及び高齢者等の社会参加を促進し、福祉の向上を図るために実施します。 
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事業番号・事業名 １６５ 車椅子等貸出事業の充実 

担当課 社会福祉協議会 事業区分 既存 

    

事業の内容・実績  

■ 市民に対して無料で車椅子の貸出を行っています。 

 

【実績】 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

利用延件数（件） 607 572 522 353 

貸出延日数（日） 14,942 13,402 11,054 6,440 
 

事業評価・課題  

■ 経済的理由等で介護保険福祉用具貸与が利用できない市民の方についての一助とな

っているため、周知広報に努める必要があります。 

 

今後の事業方針  

■ 在宅介護者に対する支援事業として実施していきます。 

 

 

 

 


