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「計画の施策展開の方向性に沿って目標を設定した項目」（平成28年度実績） 

の点検・評価結果について 
 

 

１ 点検・評価結果 

  「かながわ子どもみらいプラン」を着実に実施していくため、基本目標である「子どもが生きる力」、

「保護者等が育てる力」、「社会全体が支える力」の「３つの力」を充実強化する施策展開の方向性に沿

って、29項目で33の目標値を定めている。 

  平成28年度実績においては、目標値全体の29項目・33目標のうち、調査時期の関係により数値が把握で

きない３項目・３目標を除く26項目・30目標について対象とした。 

 

 ◎目標設置項目の平成28年度実績の点検・評価結果（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【達成率（31年度の目標値に向けた28年度の達成状況）】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100％以上  9目標 （30.0％） 

75％以上～100％未満 12目標 （40.0％） 

50％以上～75％未満 9目標 （30.0％） 

50％未満 0目標 （0.0％） 

計 30目標 （100.0％） 

現時点では把握できない 3目標 

合計 33目標 

資料４ 

○ かながわ子どもみらいプランの目標設置項目の28年度実績の点検・評価にあたり、計画期間の

最終年度である31年度の目標値に対し、平成28年度実績がどの程度目標を達成しているかを示す

「達成率」を算出した。 

○ 28年度実績において、「放課後児童クラブ支援員及び放課後子ども教室指導者等の資質向上のための

研修等の実施」をはじめ、31年度の目標値に対する達成率が既に100％以上となっているものが９

目標となっている。 

○ 「平日の一日の読書量が10分以上の児童・生徒の割合（小学6年生）」をはじめ、31年度の目標値に対

する達成率が75％以上～100％未満となり、相当程度取組が進んでいるものが12目標となってい

る。 

○ 「グループホーム設置数」をはじめ、31年度の目標値に対する達成率が50％以上～75％未満とな

り、順調に取組が進んでいるものが９目標となっている。 

○ なお、いずれも達成率が50％以上となり、全般に相当程度の進捗が図られているが、引き続

き、目標達成に向けて取組を進め、目標の達成率が高い場合であっても、取組の水準を下げるこ

となく、引き続き高い成果を上げられるように取組を進めていく必要がある。 
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【目標別達成率（31年度の目標値に向けた28年度の達成状況）】 

区分 目標値 目標 達成率 備考 

100％

以上 

９目標 

（30.0％） 

・放課後児童クラブ支援員及び放課後子ども教室指導者等の資質向

上のための研修等の実施 
153.8％ 

 

・かながわ子育て応援パスポートの施設数 129.1％  

・県立高校等での喫煙防止教育の実施校数 121.4％  

・幼稚園教諭、保育士、保育教諭の数（幼稚園教諭） 117.6％    

・幼稚園教諭、保育士、保育教諭の数（保育士） 105.2％  

・母子・父子自立支援員による相談件数 100.6％  

・いじめ認知件数のうち、年度内に「状況改善」した割合 100.4％ 
H27年

度実績 

・県内の全小学６年生への児童向け喫煙防止啓発リーフレット配布数 100.0％  

・県立学校における、家庭・地域と連携した防災訓練の実施 100.0％  

75％ 

以上～

100％

未満 

１2目標 

（40.0％） 
・平日の一日の読書量が10分以上の児童・生徒の割合（小学6年生） 95.5％  

・中学生の職場体験の割合 94.4％ 
H27年

度実績 

・朝食喫食率（小５女子） 91.8％  

・朝食喫食率（小５男子） 91.3％  

・母子家庭等就業・自立支援センター事業による就業者数 91.3％  

・25～44歳の女性の就業率 90.6％ 
H27年

度実績 

・朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 90.0％  

・放課後子ども教室の教室数 82.7％  

・放課後児童クラブの施設数 84.0％  

・平日の一日の読書量が10分以上の児童・生徒の割合(中学3年生） 83.5％  

・高等学校における環境教育についての研修会や研究協議会等に参

加した教員数 
79.4％ 

 

・里親委託率 78.3％  

・50％

以上～

75％ 

未満 

９目標 

（30.0%） 
・グループホーム設置数 70.0％  

・利用者支援事業の実施市町村数 69.7％  

・特定教育・保育施設の利用定員数 66.9％  

・いのちの授業作文コンクール応募件数（幼・小・中・高・特別支援合

計） 
65.8％ 

 

・保育士研修の受講者数（延べ） 63.4％  

・特定地域型保育事業の利用定員数 57.6％  

・保育所入所待機児童数 53.9％  

・幼稚園教諭、保育士、保育教諭の数（保育教諭） 52.0％  

・幼稚園教諭研修の受講者数（延べ） 51.3％  
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【目標設置項目の達成状況】 

 ※ 達成率・・・31年度の目標値に向けた28年度の達成状況 

 

項目等 計画策定時現況 
目標（H31年度）

（Ａ） 
H28年度 

達成状況（Ｂ） 
達成率(※) 
（Ｂ／Ａ） 

１ 「子どもが生きる力」を伸ばすために 

重点施策 子どもの「生きる力」をはぐくむ教育の充実 

○社会性の基盤づくりを担う教育の充実 

・いのちの授業作文コン
クール応募件数（幼・
小・中・高・特別支援
合計） 

3,304件 
(H26年度実績)  

8,000件 5,265件 65.8％ 

○「確かな学力」の向上とこれからの社会に対応する力の育成 

・平日の一日の読書量が
10分以上の児童・生徒
の割合 

小学6年生 63.3％ 
中学3年生 49.5％ 

(H26年度実績) 

小学6年生  65％ 
中学3年生  54％ 

小学6年生 62.1% 
中学3年生 45.1% 
 

95.5％ 
83.5％ 

・高等学校における環境
教育についての研修会
や研究協議会等に参加
した教員数 

725人 
(H26年度実績) 

1,014人 805人 
（累計） 

79.4％ 

○健やかな体と体力つくりの推進 

・朝食又は夕食を家族と
一緒に食べる「共食」
の回数 

9回/週 
(H26年3月31日現在) 

週10回以上 9回/週 90.0％ 

・朝食喫食率 小５男子 89.0％ 
小５女子 91.0％ 

(H25年度実績) 

男女ともに93％ 小５男子 84.9％ 
小５女子 85.4％ 

91.3％ 
91.8％ 

重点施策 若者の自立支援 

○若者の自立に向けた支援 

・中学生の職場体験の 
割合 

96.4％ 
(H25年度実績) 

100％ 94.4％ 
(H27年度実績) 

94.4％ 

２ 「保護者等が育てる力」を強化するために 

 重点施策 幼児期の教育・保育等の提供体制の充実 

○幼児期の教育・保育の提供体制の確保 

・特定教育・保育施設の
利用定員数 

― 245,665人 164,283人 66.9％ 

・特定地域型保育事業の
利用定員数 

― 6,871人 3,958人 57.6％ 

・保育所入所待機児童数 1,079人 
(H26年4月1日現在) 

0人 497人 
(H28年4月1日現在) 

53.9％ 

・幼稚園教諭、保育士、
保育教諭の数 

― 幼稚園教諭 
6,717人 

 
保育士 

24,829人 
 

保育教諭 
2,462人 

幼稚園教諭 
7,898人 

(H28年5月1日現在) 

保育士 
26,129人 

(H28年4月1日現在) 

保育教諭 
1,280人 

(H28年4月1日現在) 

 
117.6％ 

 
 

105.2％ 
 
 

52.0％ 
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項目等 計画策定時現況 
目標（H31年度）

（Ａ） 
H28年度 

達成状況（Ｂ） 
達成率(※) 
（Ｂ／Ａ） 

○幼稚園教諭、保育士及び子育て支援事業に従事する者等の確保・質の向上 

 ・幼稚園教諭研修の受講
者数（延べ） 

2,963人 
(H25年度実績) 

15,000人 7,693人 51.3％ 

 ・保育士研修の受講者数
（延べ） 

9,001人 
(H25年度実績) 

45,000人 28,513人 63.4％ 

重点施策 特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 

 ○社会的養護体制の充実 

・里親委託率 11.7％ 
(H26年10月1日現在) 

18％ 14.1％ 78.3％ 

・グループホーム設置数 ４箇所 
(H26年12月1日現在) 

10箇所 ７箇所 70.0％ 

○ひとり親家庭等自立支援の推進  

・母子家庭等就業・自立
支援センター事業によ
る就業者数 

70名 
(H25年度実績) 

80名 73名 91.3％ 

・母子・父子自立支援員
による相談件数 

15,836件 
(H25年度実績) 

17,000件 17,094件 100.6％ 

 重点施策 地域における子育て力の向上 

○多様なニーズに応じた地域子ども・子育て支援の充実 

・利用者支援事業の実施
市町村数  

8市 
(H27年3月31日現在) 

全市町村 23市町 69.7％ 

○小学生の放課後対策の充実 

・放課後児童クラブの施
設数 

962施設 
(H26年5月1日現在) 

1,298施設 1,090施設 84.0％ 

・放課後子ども教室の教
室数 

661教室 
(H27年3月31日現在) 

全小学校区数 
(H28年度現在852校) 

743教室 87.2％ 

・放課後児童クラブ支援
員及び放課後子ども教
室指導者等の資質向上
のための研修等の実施 

年12回実施 
(H27年3月31日現在) 

年13回実施 年20回実施 153.8％ 

○子どもの健全育成と立ち直り支援 

・いじめ認知件数のう
ち、年度内に「状況改
善」した割合 

97.0％ 
(H25年度実績) 

98.2％ 98.6％ 
(H27年度実績) 

100.4％ 

重点施策 子どもや親の健康の増進 

○乳幼児や妊産婦の健康の確保及び不妊に悩む方に対する支援の充実 

・妊娠出産について満足
している者の割合 

58.3％ 
(H25年度実績) 

65％ 58.3％ 
(Ｈ25年度実績) 

－ 

○子どものたばこ対策及び飲酒・薬物乱用防止対策の推進 

・県内の全小学６年生へ
の児童向け喫煙防止啓
発リーフレット配布数 

89,270人 
(H25年度実績) 

県内全小学校 
6年生全員に配布 

6年生全員に配布 100.0％ 
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項目等 計画策定時現況 
目標（H31年度）

（Ａ） 
H28年度 

達成状況（Ｂ） 
達成率(※) 
（Ｂ／Ａ） 

・県立高校等での喫煙防
止教育の実施校数 

27校 
(H25年度実績) 

28校 34校 121.4％ 

重点施策 子育てしやすく、安全・安心な環境づくりの推進 

○子どもを災害から守るための施策  

・県立学校における、家
庭・地域と連携した防
災訓練の実施 

すべての県立学校 
(H25年度実績) 

全校 173校 
（すべての 
県立学校） 

100.0％ 

３ 「社会全体が支える力」を大きくするために 

 重点施策 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進 

○ライフステージに応じたきめ細やかな支援 

・妊娠出産について満足
している者の割合（再
掲） 

58.3％ 
(H25年度実績) 

65％ 58.3％ 
(H25年度実績) 

－ 

・25～44歳の女性の就業
率 

56.8% 
（H22年10月現在） 

66％ 59.8% 
（H27年10月現在） 

90.6％ 

重点施策 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

 ○ワーク・ライフ・バランスを実現する働き方の見直し 

・週労働時間60時間以上
の雇用者の割合 

9.9％ 
(H24年10月現在) 

7.9% 9.9％ 
(H24年10月現在) 

－ 

・25～44歳の女性の就業
率（再掲） 

56.8％ 
(H22年10月現在) 

66% 59.8％ 
(H27年10月現在) 

90.6％ 

 ○子育て支援推進の機運の醸成 

・かながわ子育て応援パ
スポートの施設数 

2,034施設 
(H26年12月現在) 

2,500施設 3,227施設 129.1％ 

○仕事と子育ての両立のための基盤整備 

・男性の育児休業取得率 3.7％ 
(H25年10月現在) 

6.7％ 3.7％ 
(H25年10月現在) 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


