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所管課 所管課２ 事業名 指標 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

令和6年度末目標値
〔①年度中のSNS投稿件数②
講演会等のネット申し込み比率
（ちば電子申請サービス「申込
手続きオンライン化調査」によ

る）〕

指標の年度実績
①１０１件
②８１．８％

①35件
②77．4%

取組状況

新型コロナウイルス感染症拡大の影
響によって毎年6月に開催する講演
会が中止となり、それに代わるもの
として、令和3年1～3月にZoom
による3回連続講座を実施、また、
講座の内容をまとめた情報誌を3月
末に発行した。このほか、市内商業
施設の子育てイベントで啓発物を配
布し、12月に市民プラザで対面式
の講演会を行った。

【オンライン連続講座】令和3年
11月から令和4年1月の間で全3
回、あびこ市民活動ステーション協
力でZoomによる開催（一部対面
式）。参加延べ75人。【講演会】
令和3年12月、市民プラザにて対
面式で開催。あびこ女性会議と共
催。参加延べ24人。【情報誌】前
年度の情報誌が好評だったため
500部増刷。今年度もオンライン
講座をもとにした情報誌を3月末に
2,000部発行。【その他】（6月）
あびこショッピングプラザと市民図
書館で男女共同参画月間企画展示。
（10月）あびこショッピングプラ
ザゴーヤレシピコンテストでおとう
飯部門賞を選定、表彰。（11月）
あびこショッピングプラザと市民図
書館でパープルリボンキャンペーン
企画展示、啓発物配布。（啓発物作
成・収集）DV相談カード、紙製
ファイル、ノート、図書リスト、
ボールペンなどの啓発物を作成、ま
た国などの啓発物を収集し、上記講
演会・イベント等で配布。

令和6年度末目標値
（アンケートによる講座参加者

の満足度）

指標の年度実績 95.0% 89.0%

取組状況

１～５か月児対象1コース ・2、3歳児対象
2コース各9回実施した。
・１～５か月児対象コース
前期5回実施した。後期は新型コロ
ナ感染症の影響により、5回のうち
4回は中止となり、1回zoomで実
施した。

令和6年度末目標値
(アンケートによる講座参加者

の満足度)

指標の年度実績 ー 81.0%

取組状況

新型コロナ感染症の影響により、中
止した。

小学校1.2年生の保護者を対象に年
13回実施した。

令和6年度末目標値
（入園予約児童数に対する入園

実施割合）

指標の年度実績 100% 86.0%

取組状況

産休・育休明け入園申込及び入園の
受理、予約園の通知。年度内入園希
望者へは随時、翌年度４月入園は３
月上旬に通知。産休・育休明け予約
事業実施園との入園調整及び補助金
を交付。

産休・育休明け入園申込及び入園の
受理、予約園の通知。年度内入園希
望者へは随時、翌年度入園は3月下
旬に通知。産休・育休明け予約事業
実施園との入園調整及び補助金を交
付。

令和6年度末目標値
〔交付実績者数割合（交付実績

者数／対象者数）〕

指標の年度実績 100% 100%

取組状況

市内公立小・中学校に在籍する第３
子以降の給食費を補助する

市内公立小・中学校に在籍する第３
子以降の給食費を補助する

令和6年度末目標値
（５歳児健康診査の受診率）

指標の年度実績 71.6% 74.1%

取組状況

６月から月１回健康診査を実施し、
未就園者に対しては年１回健康診査
を実施した。あわせて743名に対
して事業を実施した。(新型コロナ
ウイルス感染症の拡大により、4・
5月は健診を中止した。)

年11回健康診査を実施し、未就園
者に対しては年１回健康診査を実施
した。あわせて629名に対して事
業を実施した。

10 生涯学習課 家庭教育学級

第四次我孫子市子ども総合計画　進行管理表　【第４章　次世代事業】

9 生涯学習課 のびのび親子学級

95.0%

3
男女共同参
画室

男女共同参画啓発事業の
実施

①２００件
②７０%

85.0%

11 保育課 産休・育休予約事業

100%

22 学校教育課

学校給食費補助事業（第3
子以降分）

（事務事業名：学校給食
管理運営事業）

100%

36
健康づくり
支援課

幼児健康診査（事務事業名：１歳６

か月児健康診査、３歳児健康診査、２歳８か
月児歯科健康診査、５歳児健康診査）

78%
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所管課 所管課２ 事業名 指標 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

令和6年度末目標値
（フッ素洗口実施園数）

指標の年度実績 16園 16園

取組状況

市内保育園・幼稚園等16園に対し
フッ素洗口事業を実施した。

市内保育園・幼稚園等1６園に対し
フッ素洗口事業を実施した。

令和6年度末目標値
（子どもの接種率）

指標の年度実績 100% 95.9%

取組状況

市内保育園幼稚園小中学校に対し予
防接種勧奨ちらしを配布、ＤＴ2
期、ＭＲ2期の未接種勧奨通知、訪
問や健診時に予防接種勧奨を実施し
た。

市内保育園幼稚園小中学校に対し予
防接種勧奨ちらしを配布、ＤＴ2
期、ＭＲ3期の未接種勧奨通知、訪
問や健診時に予防接種勧奨を実施し
た。

令和6年度末目標値
（産後ケア事業利用者数）

指標の年度実績 41人 48人

取組状況

出産後、家族等から十分な家事、育
児等の援助が受けられず、育児支援
を要する家庭に対し、母子への心身
のケアや育児のサポート等を行い産
後の生活を支援した。

出産後、家族等から十分な家事、育
児等の援助が受けられず、育児支援
を要する家庭に対し、母子への心身
のケアや育児のサポート等を行い産
後の生活を支援した。

令和6年度末目標値
（フッ素洗口実施校数）

指標の年度実績 2校 2校

取組状況

湖北台東小学校1～5年生と我孫子
第二小学校1年生の希望者に実施し
た。

湖北台東小学校1～6年生と我孫子
第二小学校1～２年生の希望者に実
施した。

令和6年度末目標値
（「我孫子市幼保小連携・接続
カリキュラム」を基にテーマを
設定し、協議した地区数）

指標の年度実績 ５地区 5地区

取組状況

新型コロナウイルス感染防止のた
め、会議、研修会は一堂に会さず書
面にて実施とした。

第１回地区別会議にて「我孫子市幼
保小連携・接続カリキュラム」を基
にしたテーマを地区ごとに設定し、
第２回地区別会議は新型コロナウイ
ルス感染防止のため書面にて実践結
果を報告した。

令和6年度末目標値
（小中一貫合同研修会を実施し

た中区の数）

指標の年度実績 1中区 ６中区

取組状況

新型コロナウイルス感染防止のため
学校間の交流活動等はほぼ実施でき
なかったが、推進委員会や事務局の
業務は予定通り行った。

今年度も直接の交流活動等は難し
かったが、動画配信やリモート交流
などが実施された。また推進委員会
や事務局の業務は予定通り行った。

令和6年度末目標値
（会議開催回数）

指標の年度実績 2回 １回

取組状況

＜第１回＞日時：令和２年11月9
日（月）10:00～11:30
場所：我孫子市役所分館中会議室
参加者：20名（事務局6名含む）
内容：①各課・各部会の令和元年度
の報告と令和2年度見通しについて
②第2期我孫子市子ども発達支援計
画（素案）について
＜第2回＞日時：令和3年2月24日
（水）14:00～16:00
場所：我孫子市役所分館大会議室
内容：①第2期我孫子市こども発達
支援計画（案）説明②各課・各部会
からの報告

コロナ禍のため、書面開催を行っ
た。令和３年１０月下旬～１１月１
５日までご意見をいただき、R4年
１月３１日に報告した。
＜議題＞
１．第２期我孫子市子ども発達支援
計画中間報告
２．R2部会報告とR3年度の見通し
３．各課からの報告①新型コロナ感
染流行下の療育・発達相談事業への
影響について　②相談支援事業所を
民間に拡充する動きについて　③教
育研究所のあり方について

56
こども発達
センター

教育研究所
療育・教育システムの構

築

３回

55
小中一貫教
育推進室

小中一貫教育の推進

６中区

54 指導課 保育課

幼稚園・保育園・認定こ
ども園・小学校の連携
（事務事業名：幼保小連

携事業）

５地区

50 学校教育課
歯みがき食育指導

（事務事業名：我孫子市
学校保健会運営）

３校

37
健康づくり
支援課

フッ素洗口事業

２０園

38
健康づくり
支援課

予防接種事業

98%

39
健康づくり
支援課

産後ケア事業

９０人
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所管課 所管課２ 事業名 指標 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

令和6年度末目標値
（年長児童とその保護者に対し

て支援した割合）

指標の年度実績 93.8% 95.8%

取組状況

こども発達センターを利用する年長
児146人の保護者を対象に、就学
引き継ぎ書（改「療育の記録」）の
作成希望の案内を送付した。作成を
希望した137人に療育の記録を作
成し、送付した。

こども発達センターを利用する年長
児14４人の保護者を対象に、「療
育の記録」の作成希望の案内を送付
した。作成を希望した138人に療
育の記録を作成し、送付した。
また、同時に小学校との情報のやり
取りに同意した１３８人の名簿を小
学校ごとに作成・配布し、就学後も
支援できるよう対応した。

令和6年度末目標値
〔「学校に配置したタブレット
端末の台数（生徒児童用）〕

指標の年度実績 9374台 9374台

取組状況

GIGAスクール構想における１人１
台端末の環境を整備した。

１人１台端末の環境に合わせ、１９
校のネットワークを整備した。

令和6年度末目標値
（すべての学年において、授業
者が学校司書と協力して、学校
図書館や市民図書館の図書を活
用して授業を行った学校の数）

指標の年度実績 13校 1５校

取組状況

新型コロナウイルス感染症対策を講
じた学校図書館の運営を開始した。

学校図書館蔵書管理システムを導入
し、図書の検索を可能にした。

令和6年度末目標値
（ライフダイアリー活用につい

ての説明会の開催数）

指標の年度実績 ０回 0回

取組状況

新型コロナ感染症感染拡大防止のた
め、こども発達センターの父母会が
開催されなかったため、説明会は開
催できなかった。

新型コロナ感染症感染拡大防止のた
め、こども発達センターの父母会が
開催されなかったため、説明会は開
催できなかった。

令和6年度末目標値
（発達センターが支援対象とす

る児童数）

指標の年度実績 750人 783人

取組状況

発達に支援が必要な子ども750人
に対して相談・療育を実施した。

発達に支援が必要な子ども７８３人
に対して相談・療育を実施した。

令和6年度末目標値
（出席率）

指標の年度実績 74.3% 80.3%

取組状況

緊急事態宣言中もひまわり園は開園
し、子どもの療育と保護者の相談に
応じた。

新型コロナウイルス感染症対策を講
じながら療育を実施し、個々に合わ
せた支援を行うことができた。

令和6年度末目標値
（入園児童数）

指標の年度実績 10人 10人

取組状況

障害児保育は、障害を有する児童で
集団生活が可能と判断された児童に
対して、公立・私立保育園で実施し
た。
統合保育は、就学前の集団生活を経
験することが望ましい児童に対し
て、公立保育園で実施した。
保育所等訪問支援は、統合保育利用
児童に対して、保育所等訪問支援
「おひさま」が月1回直接支援を実
施した。

障害児保育は、障害を有する児童で
集団生活が可能と判断された児童に
対して、公立・私立保育園で実施し
た。

令和6年度末目標値
（心の教室相談員が受理した相

談の解消率）

指標の年度実績 6367件 6312件

取組状況

児童・生徒の不安や悩みの解消及び
不登校対応に教職員とともに努め
た。

児童・生徒の不安や悩みの解消及び
不登校対応に教職員とともに努め
た。

71 教育研究所

長期欠席児童・生徒対策
事業

（事務事業名：長欠対策
事業）

6,200件

70 保育課
こども発達セ
ンター

障害児保育・統合保育事
業

２０人

69
こども発達
センター

児童発達支援事業所「ひ
まわり園」による発達支

援

80%

68
こども発達
センター

専門職員による調整・相
談・訓練等（事務事業
名：ケースワーカーによ
る相談・調整、心理相談
員による相談・訓練、言
語療法士による相談・訓
練、理学療法士による相
談・訓練、作業療法士に
よる相談・訓練、あそび
の教室による早期支援）

５６５人

67
こども発達
センター

ライフダイアリー普及事
業

２回

60 指導課
学校教育課、
図書館

学校図書館活用の推進

１９校

59 指導課
小中学校コンピュータ教

育の推進

380台

57
こども発達
センター

就学に関する相談・支援
事業

100%
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所管課 所管課２ 事業名 指標 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

令和6年度末目標値
（30日以上の不登校の子ども
のうち、ヤング手賀沼に通級し

ている子どもの割合）

指標の年度実績 19.8% 25.3%

取組状況

長期欠席児童・生徒に対して心理的
不安を解消し、集団への適応を図っ
た。

湖北台東小内の本室に加え、R3年
度からけやきプラザ内に分室を新設
した。長期欠席児童・生徒に対し、
関わりを持ちながらエネルギーを貯
められるように接した。

令和6年度末目標値
（年度末の相談者の満足度）

指標の年度実績 93.2% 94.4%

取組状況

新型コロナの影響で自粛明け不登校
相談が増加した。

新型コロナの生活様式の変化に影響
を受けている相談が続いている。

令和6年度末目標値
（緊急性の高い通告について、
48時間以内に調査を行った割

合）

指標の年度実績 100% 100%

取組状況

所属先や児童相談所との情報共有や
個別支援会議の随時開催等、関係機
関との連携を強化し、ネットワーク
による支援を行うことにより、子ど
も虐待の早期発見、防止に取り組み
ました。

所属先や児童相談所等関係機関との
情報共有や個別支援会議の随時開催
等連携を強化し、ネットワークによ
る支援を行うことにより、子ども虐
待の早期発見、防止に取り組みまし
た。

令和6年度末目標値
（年間相談件数）

指標の年度実績 17件 28件

取組状況

平日、14時～19時の電話相談、
24時間受付可能メール相談を専門
員を配置して実施した。また、市内
小中学校全児童生徒対象にいじめ悩
み相談ミニレターを作成した（回収
はR3年度）。

平日、14時～19時の電話相談、
24時間受付可能メール相談を専門
員を配置して実施した。さらに、市
内小中学校全児童生徒に本事業の案
内チラシを配布するとともに、校内
掲示用ポスターも配布した。また、
市内小中学校全児童生徒対象にいじ
め悩み相談ミニレターを配布した。
来年度から、本事業は「児童生徒か
らの悩み相談ホットライン」と名称
を変更し、いじめに特化した相談は
指導課に一本化する。ホットライン
では引き続き、子どもからの多様な
相談を受けていく。

令和6年度末目標値
（我孫子市いじめ防止等に関す

る取組の実施）

指標の年度実績 ８回 8回

取組状況

〇いじめ防止対策委員会３回
〇生徒指導研修会３回
〇いじめアンケート２回
感染防止対策等を実施しながら予定
通り行った。

〇いじめ防止対策委員会３回
〇生徒指導研修会３回
〇いじめアンケート２回
感染防止対策等を講じながら実施し
た。

令和6年度末目標値
〔登録率（対象児童数／登録児

童数）〕

指標の年度実績 53.2% 53.6%

取組状況

コロナウイルス感染症の影響によ
り、サポーターを招いてのチャレン
ジタイムはできなかったが、感染対
策を講じながら、可能な範囲でス
タッフによるチャレンジタイムを
行った。

コロナウイルス感染症の影響によ
り、サポーターを招いてのチャレン
ジタイムができない時期が多かった
が、感染対策を講じながら、可能な
範囲で工夫してチャレンジタイムを
行った。

令和6年度末目標値
（環境学習会の実施回数）

指標の年度実績 ４回 ８回

取組状況

新型コロナウイルスの影響で４本中
止となった。実施した４本について
は参加者の定員を減らす、消毒の実
施、マスクの着用、体調の確認など
の感染対策を講じたうえで実施し
た。
のべ参加者数：８９名

新型コロナウイルスの影響はあった
ものの全事業を実施した。
実施した事業については、参加者の
定員を減らす、消毒の実施、マスク
の着用、体調の確認などの感染対策
を講じたうえで実施した。
のべ参加者数：
192名

86 手賀沼課 環境学習の推進

９回

85
子ども支援

課

あびっ子クラブ
（事務事業名：子どもの

居場所づくり）

60%

83 指導課 子ども相談課 いじめ防止対策事業

８回

82 教育研究所
小中学生のためのいじ
め・悩み相談ホットライ

ン

７０件

81
子ども虐待
防止対策室

子ども虐待防止・援助活
動の推進

100%

73 教育研究所 教育・発達相談事業

100%

72 教育研究所
適応指導教室「ヤング手

賀沼」の運営

15%



連
番

所管課 所管課２ 事業名 指標 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

令和6年度末目標値
（来場者数）

指標の年度実績 0人 0人

取組状況

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため「げんきフェスタ」は開催中
止。「あびこ子どもまつり」は特設
ＨＰ上でのオンライン開催及びアビ
スタでのパネル展示を行った（期
間：令和２年１０月３日～１８日）

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため「げんきフェスタ」は開催中
止。代替企画としてげんきフェスタ
ＨＰ上にて市内小学生からげんき
フェスタへのメッセージ等をイラス
トや文章で募集した。「あびこ子ど
もまつり」は特設ＨＰ上でのオンラ
イン開催及びアビスタでのパネル展
示を行った（期間：令和３年10月
2日～17日）

令和6年度末目標値
（事前に子どもたち自身で決め
た目標を達成した割合）

指標の年度実績 0% 0%

取組状況

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、ギリギリまで実施可否につ
いて指導課とともに協議を行った
が、学校生活に支障をきたさないこ
とを優先させるため事業を中止し
た。

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、ギリギリまで実施可否につ
いて指導課とともに協議を行った
が、新型コロナ感染症対策に注力す
ること、学校生活に支障をきたさな
いことを優先させるため事業を中止
した。

令和6年度末目標値
（アンケートによる講座参加者

の満足度）

指標の年度実績 ー 100%

取組状況

新型コロナ感染症の影響により、中
止した。

科学・伝統工芸・工作・書道・ダブ
ルダッチ等を夏の長期休暇および、
土曜日に9回実施した。

我孫子市HPに講座内容を公開。

令和6年度末目標値
（児童書の貸し出し数）

指標の年度実績 １３０，６８８冊 １７５，０４８冊

取組状況

令和元年度の子どもの読書に関する
状況調査票を取りまとめた。

令和２年度の子どもの読書に関する
状況調査を取りまとめた。

令和6年度末目標値
（我孫子市子どもの学習支援
ネットワーク会員数）

指標の年度実績 16人 19人

取組状況

年6回ネットワーク会議を開催 2か月に1回ネットワーク会議を開
催（6回）

令和6年度末目標値
（年5回の市内一斉防犯パト
ロールの延べ参加人数）

指標の年度実績 1482人 2005人

取組状況

警察、市、関係団体等が、市内６地
域で、同日同時間に一斉に防犯パト
ロールを行った。
年４回実施（新型コロナ感染症拡大
防止のため５月は中止したほか、参
加人数の制限も行った）

警察、市、関係団体等が、市内６地
域で、同日同時間に一斉に防犯パト
ロールを年５回実施した。
新型コロナ感染症拡大防止のため、
参加人数の制限を行っている。

令和6年度末目標値
（ホームページの年間ユーザー

数）

指標の年度実績 １２，９８６人 １７，７８６人

取組状況

市内のバリアフリー状況調査を行
い、バリアフリーお出かけマップの
情報を更新した。

市内のバリアフリー状況調査を行
い、バリアフリーお出かけマップの
情報を更新した。

108
障害者福祉
センター

バリアフリー情報提供事
業

１７，０００人

107 市民安全課

我孫子市防犯協議会の活
動支援（事務事業名：我
孫子市防犯協議会推進事

業）

2,600人（延べ）

98 社会福祉課

子どもの学習・生活支援
事業

（事務事業名：生活困窮
者自立支援事業）

３０人

90 図書館

子どもの読書活動推進
（事務事業名：子どもの
読書活動推進計画の進行

管理）

２１３，１００冊

89 生涯学習課 アビコでなんでも学び隊

100%

88
子ども支援

課
指導課

手賀の丘フレンドシップ
ツアー

（事務事業名：手賀の丘
宿泊通学）

95%

87
子ども支援

課
げんきフェスタ、あびこ

子どもまつり

１，５００人


