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施策７.子どもの権利を守り、安全で健やかに成長できるまちをつくる



１．    値    達成度

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ B

一般住民 子   権利条例 認知度
（町民意識調査） ％ 17.8 20.0 ×実績値 18.3

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ２．未来の担い手と共に育つまち【子ども】 施策統括課 子育て支援課

施策 ７．子   権利 守  安全 健   成長 
きるまちをつくる 関 係 課 社会教育課・学校教育課・健康課

   魅力推進課 福祉課

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

自分がまわりの人から大事にされていると
感じる子どもの割合
（子  意識調査）

％
87.9

a

目標

93.3

16.9 15.8 16.0 15.6

子どもに関する地域・サークル活動に
参加した大人の割合
（町民意識調査）

％
24.5

ｃ
15.2

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
７－１ 子   安心  生  権利 保障  所管課

子どもに関する地域・サークル活動に
参加した子どもの割合
（子  意識調査）

％
73.7

ｃ
49.2

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 子育て支援課子   権利保障 56位/21位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

実績値 89.9 89.3 88.4 － 93.3 ○

児童虐待相談件数 件 38 ○

自分がまわりの人から大事にされていると
感じる子どもの割合

（児童・生徒アンケート）
％ 87.9

実績値 47 39 79 56 62

中学生 子   権利条例 認知度
（中学生  子   権利 関  

アンケート）
％ 35.8 42.0 実績値 31.7 29.4 31.3 ×32.4 37.3

89.9 89.3 88.4

93.3

85
87
89
91
93
95

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％

基準値

69.1

74.7

73.5

49.240
50
60
70
80

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％
基準値

26.6

21.9

27.4

23.0

15.210
15
20
25
30

H28 H29 H30 H31/R1 R2

％

基準値

アンケート

未実施

アンケート

未実施



まちが取り組むべきこと② 児童虐待 子   育  問題    意識啓発 行  虐待 早期発見 向  主体的 取 組  進   

5年間 取 組 状況

・文化祭において、子ども実行委員が児童虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボンを活用したアクセサリー作り
         意識啓発 行   （令和2年度新型    影響 中止）
・虐待等防止ネットワーク会議において、児童虐待の場合ではどういった関わりができるかを関係機関の代表者等と話
し、早期発見 重要性    周知 図   （令和2年度書面開催）
・各小中学校に出向き、情報共有や関係機関が動くことにより、連携の重要性について周知を図った。
・妊娠期から子育て期にかけての育児相談等において様々な悩みの解消を図ることにより、児童虐待の未然防止に
努       虐待 早期発見 早期対応   乳幼児健診未受診者 状況把握 行   

まちが取り組むべきこと① 子   権利条例 周知 理解促進 向  取 組  充実    

5年間 取 組 状況

・町職員等への子   権利条例 理解促進    新規採用職員、教職員に加えて町内会長会議において研修
を実施した。
・小学生への子   権利条例 講座等 開催   
・子ども達には、いつも身近に持って使えるように啓発グッズを配布した。
・子     権利条例   深 理解        子ども実行委員を募り、文化祭での出展、子   権利   
大会 運営 実施   （令和2年度 新型    影響 未実施）

残された課題
・一般住民の子   権利条例 認知度 低  
 新型    影響 子   権利条例 啓発機会 減少     

令和4年度取 組 方針
 引 続  子   権利   大会 文化祭等 通   広 子   権利条例 周知 図      町職員 子
   関  関係者  理解促進 進   

5年間 取 組 状況

・児童相談所も参加する要保護児童対策地域協議会庁内連絡会議を開催し、関係機関との連携により、要保護
児童の対応、支援を行った。
・要保護児童対策地域協議会代表者会議（虐待等防止ネットワーク会議）開催により、関係機関との連携の重
要性    周知 図   （令和2年度書面開催）

残された課題
・児童虐待件数や、要保護・要支援児童数が増加傾向であり、支援体制の強化が必要。

令和4年度取 組 方針
・関係機関との連携や要保護・要支援児童や家庭に対する支援体制の充実により、児童虐待等に対するきめ細や
かな支援や対応を進める。

残された課題
・一般住民 対  児童虐待     意識啓発 
 乳幼児健診未受診者  受診勧奨   電話及 訪問等 行   連絡 取   場合    

令和4年度取 組 方針
・引き続き、児童虐待に対する啓発を行うとともに、関係機関との連携による早期発見への体制づくりを行う。

まちが取り組むべきこと③ 子どもの相談体制の充実、関係機関と連携しきめ細かな支援の実施により、虐待の被害にあった子どもの保護を推
進します

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



1,191 298 474 683 713

令和4年度取 組 方針
 子         活動 関  情報 提供        等     団体 紹介 行  

まちが取り組むべきこと② 学校施設      青少年     団体等  連携     子         活動 参加  機会 確保 
ます

実績値65.1

R2

62.8 56.7 76.9 73.2 －

実績値 67 50 48

実績値

○

７－２ 子どもの居場所をつくる 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 子育て支援課子どもの居場所づくり 14位/45位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1

志免町地域子  教室 充足率 ％

×27 －

5年間 取 組 状況

・子どもが安心  過   居場所        新型        影響 令和2年度 利用制限 行    利
用 必要 思   子   利用 継続     利用者数 増加傾向 続     
・町内の各団体の協力により公園等において外遊びを開催し、子どもが集う遊び場の充実を図った。
・小学生の放課後や長期休業中 居場所 課題解決        令和元年度 行政提案型協働事業「夏休
       実施    令和2年度        活用  小学生居場所 係 事業 試験的 実施    
  関係機関   協議 行       新  生活様式 沿   新  子   居場所  創出 取 組   

残された課題
・新型コロナウイルスの感染症の影響により、人が直接集まり、支え合う活動の実施が難しい状況となっている。

令和4年度取 組 方針
・コロナ禍で子どもの居場所が縮小する中、オンラインを活用した子   居場所 模索  新  生活様式 合  
居場所づくりを推進する。

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

B

まちが取り組むべきこと① 公園や公共施設を活用し、子どもの遊び場や居場所の充実をはかります

子ども(中学生から18歳）の
居場所「リリーフ」の延べ来所人数 人 318 ○

通学合宿年間延 参加者数 人 99

5年間 取 組 状況
・平日の放課後、学校施設の運動場や体育館などをジュニア団体に貸出した。
・青少年 所属  文化・スポーツ団体に補助金を交付することでその活動を支援し、子どもたちのスポーツ・文化活
動の機会の確保に努めた。

残された課題
・スポーツ活動をしたい子どもたちへの紹介ができていない。



令和4年度 取 組 方針 方向性

まちが取り組むべきこと③ 地域子ども教室（チャレンジひろば）を充実させるとともに、通学合宿や子ども会育成会を通じた活動への支援を充
実させます

5年間 取 組 状況

・夏休みの地域子ども教室を実施する実行委員会に対して、その費用の一部 助成   令和2年度 新型   
の影響で事業が実施できなかった。
・通学合宿を行う団体に対して、その費用の一部を助成した。
・子ども会育成会についてはその運営費の補助を行うとともに、子ども育成会連絡協議会の主催事業に関する連絡
調整など行い、その活動を支援した。

残された課題

・地域子  教室 希望者 多 利用できない児童が増加してるため、定員の拡充のための予算措置を行っている
が、使用施設（学校）やスタッフの確保に課題があり、大幅 定員増     状況     令和2年度    
 新型    影響 中止 令和3年度      感染防止 観点  定員 大幅 縮小  計画      結
果的に事業中止となった。
・学童保育の待機児童対策を進めており、地域子ども教室の待機児童の受皿としての役割は終わりつつある。本来
の目的である子どもの健全育成の視点から、活動の支援について検討する必要がある。
・新型コロナウイルスの感染症の影響により、人が直接集まり、支え合う活動の実施が難しい状況となっている。
・通学合宿は、各小学校区 取 組 状況 異      子  会育成会      近年 子どもたちが地域の
活動に参加する時間の余裕がなくなってきている。

令和4年度取 組 方針
・子どもたちの豊かな人間性を育むため、体験活動の機会の一つである地域子ども教室の支援を継続する。
・子ども会育成会など地域で行われる活動を支援し、子どもたちの地域での居場所づくりを促進する。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



実績値 26.6 21.9 27.4 23.0 15.2

７－３ 子どもの健全育成を推進する 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 社会教育課地域活動などによる子どもの健全育成 40位/32位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

子どもに関する地域・サークル活動に
参加した大人の割合
（町民意識調査）

％ 24.5

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

×

子どもに関する地域・サークル活動に
参加した子どもの割合
（児童・生徒アンケート）

％ 73.7 実績値 69.1 74.7 73.5 ×－ 49.1

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと① 子   生  力 育     体験活動 地域  活動等 支援   

×青少年育成団体活動支援団体数 団体 35 → 実績値 26 27 28 28 23

まちが取り組むべきこと② 子ども会育成会連絡協議会を通じた活動を支援し、子どもに関する地域活動、サークル活動のリーダー育成などによ
り子どもの地域活動の充実をはかります

5年間 取 組 状況
・子ども会育成会についてはその運営費の補助を行うとともに、子ども会育成会連絡協議会の主催事業に関する連
絡調整など行い、その活動を支援した。

残された課題
・子  会育成会      近年 習 事   子どもたちが地域の活動に参加する時間の余裕がなくなってきてい
る。

5年間 取 組 状況

・青少年 所属  文化・スポーツ団体に対し補助金を交付し、その活動を支援した。
・育成者に対し、青少年問題協議会等 通   青少年 健全育成 関  学習 機会 提供   
・アビスパ福岡の協力のもと、体を使った運動の講習会を開催し、子どもの運動能力向上に取り組んだ。
・図書館では、子ども講座や子ども図書館まつりを開催し、工作等の体験活動を行うとともに、おはなし会やブックス
タート事業を通して、子どもとその保護者に読書や読み聞かせに関心をもってもらうよう取り組んだ。
        子   日 恒例行事    高齢者 子   保護者 子   三世代 一緒 昔 遊  工作等
を通じて触れ合う場を提供した。
 土曜日  春休  夏休  子   居場所 体験活動 場    生涯学習館    講座 開催   （令
和2年度 中止）
 土曜授業等 増加  対応  多  子     受講           長期講座    見直  検討   

残された課題

 子   日(祝日）   町外            行   参加者 来場者 減少傾向    
 長年協力            団体 解散     協力体制 開催内容等 見直 必要    
 土曜授業 増加  土曜日 学校行事 行                   長期講座 設定 難     
きている。

令和4年度取 組 方針

 子   生  力 育    様々 子     参加      体験活動等 実施       多様 主体 地
域活動を支援する。
・ジュニア講座は、新型コロナウイルスへの感染防止を徹底しつつ、子どもたちが参加しやすい日程などを考えながら開
催していく。

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針
・引き続き、子ども会育成会連絡協議会を通じた活動を支援し、子どもに関する地域活動、サークル活動のリーダー
育成などにより子どもの地域活動の充実を図る。

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

    値 自分     人  大事       感  子   割合     数年横   状況 続      令和2年度実績値
93.3％ 基準値87.9％ 上回 結果     令和2年度 新型    影響 実施       小中学生 対 子  権利条例
 関  講座 子   権利   大会 開催      関心 深            推測   今後  子  権利条例 啓発
や相談体制の充実、虐待等の対応のための関係機関の連携強化など体系的に施策を展開する必要がある。
    値 子   関  地域     活動 参加  大人 割合 （基準値24.5％）  令和2年度実績値15.2％ 前年度 
 7.8    下降     値 子   関  地域     活動 参加  子   割合 （基準値73.7％）  令和2年度実績
値49.2% 前々年度      24.3     大  落 込      基準値 上回           新型    影響 子 
    活動 機会 減少        考     今後 引 続  子  会育成会連絡協議会 支援  事業 継続  行  
活動を続けている地域と共に健全育成に取り組んでいく。
また、子どもの居場所づくりについては、安心して過ごせる居場所「リリーフ」、生涯学習ジュニア講座、地域こども教室など取り組みは進め
       受講 参加    事象 発生         多様化 高度化 対応      状況       新型     
ルスの影響で人が直接集まり、支え合う活動の実施が難しい状況となっている。そのため、感染拡大防止対策を徹底しつつ、オンラインの
活用など新しい生活様式に沿った多様な新しい居場所づくりの創出に取り組む必要がある。

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった



7-1



7-2



7-3



7-4



7-5



7-6



7-7



7-8



7-9



7-10



7-11



7-12



7-13



7-14



7-15



7-16



7-17



7-18



7-19



7-20



7-21



7-22



7-23



7-24



7-25



7-26



7-27



7-28



7-29



7-30



7-31



7-32



7-33



7-34



7-35



7-36



7-37



7-38



7-39



7-40


