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資 料 編
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数 値 目 標 一 覧 （担当課名は平成１６年度末現在）

指 標 １５年度 ２１年度 担当課名

１ つどいの広場 ４か所 ３１か所 子育て支援課

２ 地域子育て支援センター ２５か所 ４７か所 子育て支援課

３
ファミリー・サポート・センター事業

６市町村 １２市町村 子育て支援課
実施市町村

４ 一時保育実施保育所 ６９か所 １２３か所 子育て支援課

５ 預かり保育を実施する幼稚園
１２０園 １４２園 (教)義務教育課

（公立５３、私立６７） （公立７０、私立７２） 青少年・学事課

６ ショートステイ事業実施市町村 １市町村 全市町村 子育て支援課

７ 病後児保育実施施設 ７か所 １２か所 健康対策課

８ 放課後児童クラブ １５２クラブ ２２０クラブ 子育て支援課

９ 延長保育実施施設 １３１か所 １８４か所 子育て支援課

10 休日保育実施施設 １４か所 ２８か所 子育て支援課

11 多機能保育所 ５７か所 ７９か所 子育て支援課

12 乳児保育を実施する保育所の割合 ９５．８％ １００．０％ 子育て支援課

13 「次世代育成支援のページ」アクセス
－ ５０，０００件 子育て支援課

件数

14 小学校における不登校児童の出現率 ０.３０％ ０.２４％ (教)義務教育課

15 中学校における不登校児童の出現率 ２.５５％ ２.２５％ (教)義務教育課

16 小規模グループケア実施箇所 ０か所 ９か所 子育て支援課

17 個別対応職員 ４人 １２人 子育て支援課

18 家庭支援専門相談員 １人 １１人 子育て支援課

19 里親登録数 ５２組 １４６組 子育て支援課

20 専門里親登録数 ２人 １０人 子育て支援課

21 児童家庭支援センター １か所 ２か所 子育て支援課

22 自立援助ホーム ０か所 ２か所 子育て支援課

23 特別支援教育に関する教諭免許の取得
９０.９％ ９５.０％ (教)義務教育課

率 （小・中学部）

24 特別支援教育に関する教諭免許の取得
３１.６％ ６０.０％ (教)義務教育課

率 （高等部）

25 乳児死亡率（出生千人当たり） ３.０ 低下 健康対策課

26 育児支援に重点を置いた乳幼児検診を
１２.１％ ５０.０％ 健康対策課

行う市町村の割合

27 １０歳代の人工妊娠中絶件数 ４９９件 減少 健康対策課

28 授業内容を理解できていると感じてい
７０.４％ ７５.０％ (教)義務教育課

る児童生徒の割合（小５）

29 授業内容を理解できていると感じてい
４７.８％ ６５.０％ (教)義務教育課

る児童生徒の割合（中２）
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指 標 １５年度 ２１年度 担当課名

30 道徳実施時間数が標準時間（年間３５
３７.９％ １００.０％ (教)義務教育課

時間）に達する市町村の割合

31 中学生の文化部活動参加率 １０.２％ １１.４％ (教)文化課

32 高校生の文化部活動参加率 １７.２％ １８.４％ (教)文化課

33 体力・運動能力調査で県平均が全国平
２８.１％ ３７.０％ (教)体育保健課

均と同程度か上回る種目の達成率

34 市町村幼児教育推進プラン策定市町村 １０市町村 全市町村 (教)義務教育課

35 幼小連携の地域連絡会の実施小学校区 ０校区 １００校区 (教)義務教育課

36 育児休業制度導入企業の割合 ６８.４％ ７５.０％ 労政能力開発課

37 再雇用制度の普及率 １４.４％ ２０.０％ 労政能力開発課

38 ＵＪＩターン希望者相談件数 ６８６件 ８７３件 観光・地域振興局

39 ジョブカフェ新規求職者就職率 － ３０.０％ 労政能力開発課

40 通学指定道路における歩道等整備率 ４８.８％ ５５.０％
道路課

（市町村道を除く） （１９年度）

注：「担当課名」欄中、（教）の付いたものは教育庁、（警）の付いたものは警察本部、それ以外は知事部局の課で

あることを表しています。
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各論編施策別担当課一覧

（平成１６年度末現在）

主な担当課名

子育て支援課

子育て支援課  (教)人権・同和教育課
青少年・学事課

県民生活・男女共同参画課

（１）子育て支援サービスの充実
子育て支援課　健康対策課
青少年・学事課　(教)義務教育課
福祉保健企画課

（２）人材の確保・養成及び質の向上 子育て支援課　青少年・学事課

子育て支援課　医務薬事課

（１）ＮＰＯとの協働 子育て支援課　企画調整課

（２）関係団体の連携 子育て支援課　福祉保健企画課

（３）子育て支援サービス情報等の提供 子育て支援課

（１）子どもの健全な居場所づくり 子育て支援課  (教)生涯学習課

（２）さまざまな健全育成活動の推進
子育て支援課　高齢者福祉課
(教)生涯学習課　青少年・学事課

（１）関係者に対する啓発 青少年・学事課  (警)少年課

（２）有害環境の浄化 (警)少年課　青少年・学事課

（３）少年に対する指導と支援 (警)少年課

(教)義務教育課
青少年・学事課　健康対策課

（１）児童虐待の未然防止 健康対策課  (警)少年課

（２）児童虐待の早期発見・早期対応 子育て支援課

（３）児童相談所の体制強化 子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

（１）交流とふれあいの推進 障害福祉課　子育て支援課

（２）早期療育の充実 障害福祉課　健康対策課

（３）相談支援体制の充実 障害福祉課　健康対策課

（４）福祉サービスの充実 障害福祉課　子育て支援課

（５）特別支援教育の推進 (教)義務教育課

第２節　家庭にかわる養育の場の充実

第３節　ひとり親家庭の自立支援

第３章　きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援

第１節　児童虐待の防止

第４節　障害児への支援

第２項　少年の非行防止

第３項　いじめや不登校・ひきこもりへの対応

第１章　子どもの成長と子育てをみんなで支える意識づくり

第１節　子育てを社会全体で支えるための環境づくり

第２節　子どもの人権を尊重する意識づくり

第３節　男女共同参画に関する教育・学習の充実

第２節　保育サービス等の充実

第３節　子育て支援のネットワークづくり

基本施策・主な取組

第４節　子どもの健全育成

第１項　ふれあい交流の推進

第２章　地域における子育ての支援

第１節　子育て支援サービス等の充実
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主な担当課名

（１）妊娠・出産の安全性の確保 健康対策課

（２）育児不安の軽減 健康対策課

（３）子どもの健やかな発達 健康対策課

（１）喫煙・薬物乱用の防止 医務薬事課　青少年・学事課

（２）健康教育等の推進 健康対策課

（３）学校保健における指導の充実 (教)体育保健課

（１）小児救急医療体制の整備 医務薬事課

（２）早期治療の促進等 健康対策課

健康対策課

（１）望ましい食習慣の定着
健康対策課　(教)体育保健課
農産振興課

（２）地域の食文化の継承 農産振興課　(教)体育保健課

（１）次代の親になるための意識の醸成
(教)義務教育課　(教)高校教育課
青少年・学事課

（２）若者の自立への支援
青少年・学事課　労政能力開発課
(教)義務教育課　(教)高校教育課
(教)理財課

(教)義務教育課　(教)高校教育課

（１）道徳教育の充実 (教)義務教育課

（２）福祉のこころの醸成 福祉保健企画課　子育て支援課

（３）文化芸術活動の充実 (教)文化課

（４）読書活動の充実 (教)生涯学習課　(教)義務教育課

(教)体育保健課

（１）開かれた学校づくりの推進
(教)総務課　(教)義務教育課
(教)高校教育課　(教)理財課

（２）豊かな教育環境づくりの推進 (教)高校教育課

（３）安全・安心な学校づくりの推進 (教)体育保健課　(警)生活安全企画課

（４）学校の施設・設備の整備 (教)理財課

(教)義務教育課　青少年・学事課

第１項　確かな学力の向上

第２項　豊かな心の育成

第３項　健やかな体の育成

第４項　信頼される学校づくり

第５項　幼児教育の充実

第４章　子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり

第１節　子どもや母親の健康づくり

第２節　思春期の健康づくり

第３節　子どもの病気への支援

第５節　食育の推進

第５章　子どもの生きる力をはぐくむ教育環境づくり

第１節　次代の親づくり

第２節　子どもの生きる力をはぐくむ学校づくり

第４節　不妊に悩む人への支援

基本施策・主な取組
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主な担当課名

（１）家庭教育に関する学習機会等の充実
青少年・学事課　(教)生涯学習課
(警)少年課

（２）家庭への支援体制の充実 (教)生涯学習課　青少年・学事課

（１）子どもの文化活動等の支援 文化振興課　市町村振興局　(教)文化課

（２）自然体験活動の推進
観光・地域振興局　農山漁村支援課
林業振興課　林務管理課
(教)生涯学習課　漁業管理課

（３）社会体験活動等の推進
労政能力開発課
工業振興課　施設整備課

（４）地域の教育力向上のためのネットワークづくり (教)生涯学習課　観光・地域振興局

（１）働き方に関する意識改革
県民生活・男女共同参画課
労政能力開発課
農山漁村支援課

（２）子育てのための時間の確保 労政能力開発課

（３）再就職・再雇用の支援 労政能力開発課

企業立地推進課　子育て支援課
観光・地域振興局　労政能力開発課
農山漁村支援課　農産振興課
林業振興課　水産振興課

（１）良質な住宅の確保 建築住宅課

（２）良好な居住環境の確保 建築住宅課　公園・生活排水課

（１）子育てバリアフリー化の推進
福祉保健企画課　総合交通対策局
建設政策課　道路課

（２）安全な遊び場の整備
子育て支援課　商業・サービス業振興課
農林水産企画課　公園・生活排水課

（１）安全な道路交通環境の整備 道路課　(警)交通規制課

（２）交通安全活動の推進
県民生活・男女共同参画課
(教)体育保健課　(警)交通企画課

　 （１）犯罪被害の未然防止
(警)生活安全企画課
県民生活・男女共同参画課

（２）犯罪被害に遭った子どもへの支援 (警)少年課

４１課

基本施策・主な取組

注：「主な担当課名」欄中、（教）の付いたものは教育庁、（警）の付いたものは警察本部、それ以外は知事部局の
課であることを表しています。

第２節　安心して外出できる環境づくり

第３節　子どもの安全を守るまちづくり

第１項　子どもを交通事故から守る取組

第２項　子どもを犯罪から守る取組

第１節　働き方の見直し

第２節　若者の雇用の確保

第７章　子どもにとって安心・安全なまちづくり

第１節　子育てしやすい住環境づくり

第３節　家庭や地域の教育力の向上

第１項　家庭の教育力の向上

第２項　地域の教育力の向上

第６章　子育ても仕事もしやすい環境づくり

「主な担当課」の総数（実数）


