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● 墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画  

Ⅰ 計画の期間・位置づけ 
【計画期間】 

「墨田区次世代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」平成 27～31 年度 

【位置づけ】 

次世代育成支援対策推進法（平成 17 年 4 月 1 日から 10 年間の時限立法）に基づき、平成 17 年 3

月に墨田区次世代育成支援行動計画、平成 22 年 3 月に同後期行動計画を策定した。同法が 10 年間延

長されたことを受け、子ども・子育て支援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援事業計画」に内包

される計画として、平成 27 年 3 月に本区の子ども・子育て支援の取組について定めた「墨田区次世

代育成支援行動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画」を策定した。本計画は平成 31年度に計画

期間の終期を迎えることから、現状の子育て支援施策の需要量、潜在ニーズを把握し、次期計画策定

の基礎資料とするため、平成 30 年度にニーズ調査を実施した。 

Ⅱ 平成３０年度 

１ 事業実績 
基本理念及び５年後の将来像の実現に向け、５つの基本目標を定め、それぞれに具体的な方向性を

示しながら 199 の事業を通して、今後の子ども・子育て支援の方向性を明確にしている。 

【主な取組】 

（１）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）（保健計画課、向島保健センター、本所保

健センター、事業番号 48） 

訪問率：93.4％、訪問件数：2,311 件、乳児健診対象者数 2,475 人 

＜指導件数（延）＞ 

向島保健センター：新生児訪問 920 人、未熟児訪問 9 人、乳児訪問 63 人、妊産婦訪問 166 人 

本所保健センター：新生児訪問 1,391 人、未熟児訪問 32 人、乳児訪問 96人、妊産婦訪問 302 人 

（２）子育てひろば事業（子育て総合支援センター、事業番号 65） 

   ＜子育てひろば：2 か所＞ 

両国子育てひろば 利用者数 35,663 人 相談件数   429 件 

文花子育てひろば 利用者数 37,388 人 相談件数   785 件 

＜全区立児童館（11 館）＞ 

幼児来館者 利用者数 75,103 人 相談件数 1,134 件 

（３）認可保育所の整備（子育て政策課、子ども施設課、事業番号 82） 

平成 30 年 6 月 1日開設１園  墨田みどり保育園分園 

平成 30 年 10 月 1 日開設１園  にじいろ保育園向島 

平成 31 年 4 月 1日開設８園  ①まなびの森保育園八広 ②アスク緑保育園 

③グローバルキッズ八広園  ④たんぽぽ保育所八広園 ⑤キッズガーデン業平 

⑥キッズガーデン第二墨田八広 ⑦さくらさくみらい東向島 ⑧あい・あい保育園 石原園 

（４）子ども主体の協同的な学びプロジェクト（子育て支援課、事業番号 89） 

子ども主体の協同的な学びプロジェクトとして主に 5 歳児の保育実践、公開保育と発表会を開

催した。プロジェクトに取組んだ園は公立幼稚園（立花）、公立保育園（おむらい）、私立幼稚園

（あづま）、私立保育園（すみだ中和こころ）の４園であり、各園に専門家が指導に入った。 

（５）ワーク・ライフ・バランス推進事業(人権同和・男女共同参画課、事業番号 176) 

ワーク・ライフ・バランスセミナー「女性活躍推進と組織力向上～女性が活躍する企業になる

ために～」2 日間コース参加者数のべ 69人 

「育休後職場復帰セミナー」参加者数 21名 
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２ 事業評価 

（１）事業数及び評価 

    評価    

事業数 
Ａ Ｂ その他 

 Ａ：計画どおり進んでいる場合 

Ｂ：計画に遅れが生じている場合 

その他：計画を終了・廃止した若しくは見直し等の必

要が生じている場合 
掲載事業数 

１９９ 
１８９ ３ ７ 

（２）Ｂ評価事業一覧 

事業番号 事業名 説明 

109 
墨田区私立高等学校等入学資

金貸付事業 

類似の貸付事業もあり、30年度については貸付実績がなか

った。保護者の相談に応じながら、継続して実施する。 

112 東京都母子及び父子福祉資金の貸付 

類似の給付事業もあり、30年度については貸付実績がなか

った。各種相談に応じて援助を行い、関係機関との連携を強

化する。 

184 赤ちゃん休けいスポット事業 

目標が民間店舗等157か所、区施設71か所、計228か所のと

ころ、平成30年度は民間店舗等139か所、区施設70か所、計

209か所であった。さらなる周知に努める。 

（３）その他の評価一覧 

事業番号 事業名 説明 

17 科学教室 

土曜授業増加に伴い応募者数が減少傾向にあるため「子ど

もすみだ博士セミナー」「親子で楽しむサイエンス教室」等

事業に置き換えることとし平成 27年度をもって廃止した。 

33 区立学校の適正配置 

平成 25 年 9 月に「新たな墨田区立学校適正配置等実施計

画」の見直しを行い、予定していた学校統廃合の実施を見送

った。（計画終了） 

75 
地域の空き店舗等を活用した

子育て支援事業 

すみだ子どもサロンは、平成 29 年度をもって廃止となっ

た。 

137 
「すみだ家庭の日（毎月25日）」

の普及と活用 

「すみだ やさしいまち宣言」の啓発活動終了に伴い「すみ

だ家庭の日」の普及活動は実施しない。 

156 
すみだ地域応援サイト「いっし

ょにネッと」の管理運営 

サイト開設から 10 年が経過し、当初の目的を達成したた

め、平成 28 年度をもって事業を終了（サイトを閉鎖）した。 

157 すみだ未来会議 

当初は平成 31 年度まで継続実施することとしていたが、

平成 29 年度の「すみだ未来会議」運営講座により、本事業

目的については一定の役割を果たしたため、平成 30 年度は

これまでの人材育成事業の成果を活かして地域の皆様がつ

ながるための交流会事業へと事業転換する。 

191 
区庁舎、公共施設への子連れの

親子向けトイレ等の整備 
平成 28 年度までに全て実施し、完了した。 

３ 目標と実績についての分析 

199 事業のうち、Ａ評価が 189 事業、Ｂ評価が 3事業、その他の評価が 7事業であり、９割以上に

当たる事業の目標が達成された。 

Ⅲ 令和元年度 
１ 事業計画（主な取組） 

事業番号 事業名 説明 

23 いじめ防止対策の推進 

「いじめに関する授業」「いじめに関する研修」を年間３

回全小・中学校で実施し、いじめの未然防止、早期発見、早

期対応に努める。また、毎月 10 日を「すみだ いじめ防止

の日」とし、いじめ防止の啓発を図る。 
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事業番号 事業名 説明 

130 

要保護児童対策地域協議会を

中心とした虐待防止、再発防止

の強化 

関係機関との連携のもと、虐待防止、再発防止を図る。 

165 
保育コンシェルジュ事業（利用

者支援事業） 

週 2 回、特設窓口を開設する外、毎月保活に関する説明会

を実施する。 

２ 事業計画に対する考え方 

平成 27 年度の「子ども・子育て支援新制度」開始に合わせ策定した本計画に基づき、妊娠・出産

から育児まで切れ目のない支援や、地域のニーズを踏まえた質の高い学校教育・保育及び地域の子ど

も・子育て支援施策の充実に取組む。あわせて、区が抱える待機児童問題、在宅子育て支援、放課後

対策について重点的に検討し、「子どもと親と地域が共に育ち、子どもの利益を優先するまち すみ

だ」に向けて、環境整備に取組む。なお、各施策については、各主管課で明確な目標を見据えて取組

むとともに、進捗状況を各年度で分析・評価し、内容と実態に乖離が生じた場合は計画を見直す。 

 


