2 学齢期・青少年期の子ども・若者と家庭への支援
2－1 学齢期における健やかな成長への支援
学齢期の子どもが心身ともに健やかに成長できるよう、学校、家庭、地域、関係機関等と
連携し、食育、健康教育、性教育等の取組を推進します。
事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

いじめ対応の連携

いじめ対応に係る市長事務部局と教育委員会
の連携を強化し、いじめ対策支援のほか、福祉
的アプローチで解決につながる不登校につい
ても支援します。

【子ども青少年育成部】

令和 6 年度
目標事業量等
継続して実施

＜現状＞ 令和 2 年度新規事業

児童手当
【子ども家庭課】

デート DV 等予防出
張セミナーの実施
【男女共同参画推進課】

再掲 11 ページ

専門知識を持つ団体等から講師を派遣し、デ 継続して実施
ート DV や性暴力被害について正しい知識を
身につけ、当事者意識を高める予防啓発セミ
ナーを実施します。(堺市内の小・中・高校、
大学、専門学校の学生を対象とし応募制で実
施)
＜現状＞ 講座実施回数 10 回、参加者数 1,591 人

食育体験事業
【健康医療推進課】

家庭における健全な食生活の実践をめざし
て、調理実習等の体験学習を取り入れた事業
です。幼児、児童、その保護者を対象とする親
子クッキング教室などがあります。

継続して実施し、事業の
更なる充実を図ります。

＜現状＞
親子クッキング等食育体験教室開催回数 71 回
参加人数 1,797 人

堺市食育推進計画
の進捗管理

食育に関する関係団体、行政(食育関係各課)の
連携強化を図るため会議を開催し、情報の共
有と共同事業の検討を行います。

【健康医療推進課】

＜現状＞
食育推進ネットワーク会議：1 回以上
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ネットワークを強化し、
更なる充実を図ります。

事業名

学校との連携によ
る健康教育
【健康医療推進課・
子ども育成課】

令和 6 年度
目標事業量等

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

保健センターでは、幼稚園、学校など関係機関 継続して実施
と連携して、協働での健康教育(食育、喫煙、
飲酒、歯科口腔保健、生活習慣改善、いのちの
大切さについて)などの取組を実施します。
＜現状＞
小中高校生を対象とした講習 49 回/2,123 人
学校保健委員会を対象とした講習 121 回/1,930 人

学校における性教
育

保健、総合的な学習の時間、特別活動(学級活
動)、理科、生活科を中心に全教育課程に位置
づけ性教育の取組を実施します。

市立全小・中学校で実施

【生徒指導課】

＜現状＞ 市立全小・中学校で実施

学校における健康
教育
【保健給食課・
生徒指導課】

保健、総合的な学習の時間、特別活動(学級活
動)、集会、学校だより等を中心に、学校教育
全体を通して健康教育に取り組みます。また、
警察、少年サポートセンター、保健センターな
ど関係機関を招いて、非行防止教室、薬物乱用
(喫煙・飲酒含む)防止教室等を実施します。

健康教育：
市立全小中学校
非行防止教室：
市立全小学校
薬物乱用防止教室：
市立全小中高等学校

＜現状＞
健康教育：市立全小中学校
非行防止教室：市立全小学校
薬物乱用防止教室：市立小中高等学校 136 校

食通信の発行
【保健給食課】

子どもが食に関する正しい知識と望ましい食
習慣を身に付けることができるよう、食に関
する情報を全小中学校の全ての家庭に発信し
ています。

小学校 11 回発行
中学校 11 回発行

＜現状＞ 小学校 11 回発行、中学校 11 回発行

食育フェアの開催
【保健給食課】

学校給食の役割や食育の重要性について、各
種の展示をとおして市民・保護者等に啓発す
ることを目的に開催しています。

1回

＜現状＞ 1 回

食育講演会の開催
【保健給食課】

教職員や保護者等を対象に食育講演会を開催
し、食育への関心を高め、広く食育の推進を図
ります。
＜現状＞ 1 回
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1回

事業名

令和 6 年度
目標事業量等

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

親子料理教室の
開催

親子料理教室を開催し、家庭における食育の
推進を図ります。

【保健給食課】

＜現状＞ 3 回

20

3回

2－2 多様な体験活動の推進と教育環境の整備
子どもの持つ好奇心や社会性、思いやりの心を育んでいくため、多様なニーズに応じた体
験活動を推進します。また、子どもが安心して自発的に学び、考えることができる総合的な
学力、知力、体力の向上につながる教育環境を整備します。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

堺市東吉野キャ ン
プ場の管理運営

友好都市である東吉野村内ふるさと村にお
いてサマーシーズン中にキャンプサイトを
設置します。
※東吉野村との協定により東吉野村が運営。

団体利用状況：
18 団体/(延)1,300 人
家族利用状況：
60 家族/(延)850 人

【子ども育成課】

＜現状＞
団体利用状況：11 団体/(延)746 人
家族利用状況：50 家族/(延)726 人

日高少年自然の 家
管理運営
【子ども育成課】

和歌山県日高町において堺市立日高青少年
自然の家を運営し、学校、こども会等の青少
年団体を対象とした宿泊や野外活動(カヌ
ー、カヤック、磯観察等)等の取組を実施しま
す。

市内小・中学校利用校
数：40 校 全体利用者数：
13,000 人

＜現状＞
市内小・中学校利用校数：41 校
全体利用者数：13,792 人

青少年センター 及
び青少年の家管 理
運営事業
【子ども育成課】

英会話、ヒップホップ、サッカー、陶芸、キ
ッズチアリーデイング、茶道、プレスクール、
ストレッチバレエ、キッズダンス、野外料理、
クラフト、キッズヒップホップ、ビーズ、リ
トミック、書道等の講座を実施します。

青少年センター利用者
数： 83,000 人
青少年の家利用者数：
135,000 人

＜現状＞
青少年センター利用者数：85,520 人
青少年の家利用者数：119,682 人

ちびっこ老人憩 い
の広場整備事業
【子ども育成課】

幼児に適切な遊び場を設けて事故等の危険
から守り、また、高齢者のための憩いの場と
して、安全な環境を整えるため、遊具等修繕
の助成も行います。
＜現状＞ 対象広場数 63 か所
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対象広場数：63 か所

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

ジュニアスポー ツ
教室

人権ふれあいセンターにおいて、小・中学生
を対象にバドミントン・ショートテニス・フ
ットサル教室を年間、前・後期の 2 期に分け
実施します。また、夏季休業中に短期教室を
実施しています。なお、平成 30 年度に開設
したテニスコート・フットサル兼用コートに
おいて、テニス及びフットサルの教室も同様
に実施します。
※人権ふれあいセンターは平成 27 年度か
ら指定管理者制度を導入しています。

【人権企画調整課】

令和 6 年度
目標事業量等
事業内容の見直しを図
りながら、継続して実
施。

＜現状＞
【定期ジュニアスポーツ教室】合計 1,071 人
(本体)
ジュニアバドミントン 312 人
ジュニアフットサル
165 人
ジュニアショートテニス 233 人
(運動広場等)
ジュニアフットサル
121 人
ジュニアテニス
240 人
【短期ジュニアスポーツ教室】合計
93 人
(本体)ジュニアバドミントン
63 人
(運動広場等)ジュニアフットサル 30 人

青少年交流事業
【人権企画調整課】

人権ふれあいセンターにおいて、文化、スポ
ーツ等各種講座を開催します。
＜青少年交流講座＞
・水曜講座(スポーツ系、ダンス系、文化系)
・ジュニアスポーツ広場
・サタデーキッズ(「作って、遊ぼう！」
、
「来
て、見て、楽しもう！」) 等
※人権ふれあいセンターは平成 27 年度か
ら指定管理者制度を導入しています。
＜現状＞
【青少年交流講座】合計 863 人(78 回)
水曜講座 336 人(24 回)
サタデーキッズ 211 人(20 回)
ジュニアスポーツ広場 100 人(10 回)
英会話講座 52 人(4 回)
ミュージック講座 23 人(8 回)
夏の特別講座 72 人(4 回)
ソーシャルスキルメニュー 69 人(8 回)
【家族ふれあい事業】合計 374 人(24 回)
クッキング 218 人(10 回)
文化活動 118 人(10 回)
天体観望会 38 人(4 回)
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事業内容の見直しを図
りながら、継続して実
施。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

トップレベルチ ー
ムとの連携事業

堺ブレイザーズやセレッソ大阪・セレッソ大
阪堺レディースなどのトップレベルチーム
と連携し、スポーツの指導や試合観戦などの
スポーツに親しむ機会を設けます。

【スポーツ推進課】

令和 6 年度
目標事業量等
堺市優待観戦企画数：
5回

＜現状＞
堺市優待観戦企画数：15 回
【セレッソ大阪 6 回、オリックス 9 回】

堺市学生競技ス ポ
ーツ大会出場奨 励
金事業

スポーツの全国大会に出場する堺市民に対
し、出場奨励金を交付することにより、スポ
ーツの普及及び推進を図ります。

【スポーツ推進課】

＜現状＞ 未成年に対する交付件数：284 件

堺ウェリントン
青少年交流事業

堺市内の中学校にてウェリントン市からの
交流参加者を受け入れ、各家庭にてホームス
テイを行い、両市の中学生が互いの異なる文
【国際課・学校指導課】
化に触れ、さらに一層の国際理解を深めるこ
とを目的として実施するものです。
＜現状＞
ウェリントン市からの中学生を 20 人受け入れ
高校生 5 人

阪田三
棋大会

名人杯将

【文化課】

堺出身の偉大な先人、阪田名人を顕彰すると
ともに、日本の伝統文化「将棋」の普及を通
じ、本市の地域文化の振興を図ることを目的
に将棋大会を開催します。

未成年に対する交付件
数：150 件

ウェリントン市からの
中学生 20 人を市立中
学校の生徒家庭にてホ
ームステイを実施
(ただし、インフルエン
ザや国際情勢の悪化な
どの影響で事業が実施
できない年度を除く。)

参加者数：648 人

＜現状＞ 開催回数 1 回 参加者数 689 人

さかいミーツアート
【文化課】

小中学校等で多様なアートプログラムを実
施することで、次代を担う子どもたちにアー
トに出会ってもらい、新たな経験を通じて豊
かな心と感性を育むことができる環境を整
えます。

継続して実施

＜現状＞ 19 校実施

アートスタート
プログラム

未就学児に、音楽や造形などの多様なアートプ 継続して実施
ログラムを実施し、子どもが見て、経験し、自
分でやってみることで、創造力等を育みます。

【文化課】

＜現状＞ 12 施設実施
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事業名

体験学習会
【博物館学芸課】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

堺市博物館における展示のメインテーマで 開催回数：20 回/参加人
ある「堺の歴史と文化」について、子どもた 数：900 人
ちの興味・関心をよびさまし、楽しみながら、
また、家族がふれあいながら、主体的に学習
する機会を設定するために、体験学習会を開
催します。
＜現状＞ 開催回数 20 回/参加人数 813 人

ミュージアムパス
スタンプラリー

【博物館学芸課】

平成 26 年度から取組を進めている博物館 参加 人 数 ：( 延) 総合 計
の活性化を推進するためと、夏休み期間中の 3,500 人
小・中学生(堺市在住・在学)の博物館の入館
者数を増やすため、また、同パスで、文化観
光局等の関連施設の活性化を相乗的に図り
ます。普段はあまり博物館を利用しない小・
中学生と保護者の利用を促し、堺市の歴史・
文化を学ぶ機会を設けます。
＜現状＞ 開催期間 平成 30 年 7/21～8/31
博物館と他 7 館
合計参加人数 3,024 人
小学生 2,832 人、中学生 192 人

茶の湯体験プログ
ラム
【博物館学芸課】

堺市内小学校を対象に本格的な「茶の湯文
化」の体験を通じて、次世代を担う子ども
たちの豊かな心、思いやりとおもてなしの
醸成と、堺のシビックプライドの醸成に寄
与するため、本プログラムを策定し、牽い
ては市民の豊かな心の醸成及び都市魅力の
向上に寄与することを目的とします。

参加校：20 校

＜現状＞ 令和元年度新規事業

熊野本宮こども エ
コツアー
【環境政策課】

和歌山県田辺市をフィールドとした自然体
験学習の実施をとおして環境人材の育成を
図ります。

継続して実施

＜現状＞
宿泊を伴う体験学習プログラム：2 回

ごみ減量出前講座
【資源循環推進課】

幼少時からごみの減量化・リサイクルについ
ての関心を高めるため、市職員が学校園に出
向き、出前講座を実施しており、授業参観で
は保護者も含めた啓発を行っています。講座
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応募件数の増加を継続
的に図ります。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

では、環境マスコットキャラクター「ムーや
ん」も活用し、より身近で親しみやすく学ん
でもらえるよう工夫しています。
＜現状＞
開催回数：98 回、参加人数：8,060 人
【大人向けを除いた数】
開催回数：87 回、参加人数：7,742 人

ごみ減量ポスター展
【資源循環推進課】

幼児から中学生までを対象に、ごみの減量 応募件数の増加を継続
化・ リサイクルに関するポスターを募集し、 的に図ります。
審査・表彰を行うとともに、作品を展示する
ことで市民啓発を行っています。
＜現状＞
応募総数：計 1,686 点、入選数：35 点
表彰式を開催するとともに、本庁及び 6 区役所に
て入選作品を展示

親子向けごみ減 量
啓発事業
【資源循環推進課】

夏休み時期に親子でごみの減量化・リサイク
ルについての知識と理解を深めてもらうた
めの各種事業を開催しています。
＜現状＞
親子ごみ処理施設見学会 2 回
親子生きごみさん講習会 1 回

堺自然ふれあいの森
【公園緑地整備課】

継続して実施

計 63 人参加
19 人参加

自然について関心・興味を持ち、理解を深め
られるよう、来園者に対し、自然環境学習と
して、クラフト等の製作や生き物の観察とい
った各種プログラムを実施します。指定管理
者制度を導入し、市民協働により里山保全を
行います。

継続して実施

＜現状＞
イベント参加人数 5,102 人
団体利用数 200 団体、7,495 人

親子でチャレン ジ
アート in ひがし
【東・企画総務課】

文化活動を通じて親子のふれあいを深める
ことを目的に、絵画、陶芸、工作、書道の
4 教室でワークショップを開催します。
＜現状＞ 参加者数
絵画教室 4 組 陶芸教室 18 組
書道教室 5 組 工作教室 7 組
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参加者数
絵画教室 15 組
陶芸教室 15 組
書道教室 15 組

事業名

西区こども芸術 鑑
賞会
【西・企画総務課】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

西区の子どもたちに優れた芸術文化に触れ 500 人
る機会を設けることにより、西区まちづくり
ビジョンのまちづくりテーマに掲げる「子ど
もの主体性と豊かな想像力、生きる力を育て
る」ことに寄与することを目的として、区内
在住・在学の小学生以下の子どもとその保護
者を対象に、芸術鑑賞会に無料招待します。
＜現状＞ 790 人

殿馬場中学夜間
学級
【学務課】

義務教育の年齢をこえている方で小学校ま
たは中学校を卒業していない方や、実質的に
十分な教育を受けられないまま卒業した方
を対象に、中学校教育を行うことを目的とし
て、昭和 47 年から堺市立殿馬場中学校に夜
間学級を設置しています。

継続して実施

＜現状＞ 継続して実施

就学援助事業
【学務課】

経済的な理由で就学困難な公立小・中学校の 継続して実施
児童生徒のいる家庭に対し、小学校給食費・
学用品費等の就学援助金を支給しています。
＜現状＞
対象児童生徒数：72,259 人
就学援助受給者数 11,336 人 援助率 15.68%

堺・スタンダード茶
の湯体験
【学校指導課】

千利休生誕の地・堺に育つ子どもたちが「茶
の湯」体験を通じて、自国の伝統文化を知る
とともに茶道において大切にされている「も
てなしの心」や人との係わり方を学び、豊か
な心を育むことをねらいとして、子ども堺学
サポーター等を活用し小中 9 年間で学校の
実態に合わせ、茶の湯体験を実施する。

茶の湯体験実施校
小学校 92 校
中学校 43 校

＜現状＞
茶の湯体験実施校小学校 91 校、中学校 26 校

社会的実践力向 上
推進事業
【学校指導課】

子どもたちが堺の教育資源(歴史、伝統、文
化、産業、自然など)を学ぶことを通して、堺
に愛着と誇りをもつとともに、地域や国際社
会に主体的に参画しようとする資源や能力
を育成します。また、堺にゆかりのある職業
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100%

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

人や環境、防災に関する人物と触れる機会を
創出し、キャリア教育、環境教育、防災教育
の充実を図ります。
＜現状＞
文化人、芸術家、堺ゆかりの著名人等の「本物」
とのふれあいを年 1 回以上体験できる機会を設け
た学校の割合 88.6％

堺・スクールサポー
ター活用事業の推進
【学校指導課】

地域協働型教育の一環として、地域人材等を
堺・スクールサポーターとして積極的に活用
することで、学校園の教育活動を支援し、学
校教育の活性化を図るものです。

アシスタント、特別支援
教育サポーターの派遣
回数：20,000 回。

＜現状＞ 23,952 回

交響楽団芸術鑑 賞
事業
【学校指導課】

市立小学校児童を対象に、プロの交響楽団に
よる演奏会を市内の文化施設を活用して実
施します。

市内 5 会場で実施し、
87 校参加。

＜現状＞
市内 5 会場で実施。84 校の児童約 6,600 人が参
加

さかい学びサポート
事業
【学校指導課】

放課後や長期休業中などを活用し、児童生徒
の学びの状況に応じたきめ細かな指導を通
して、一人ひとりの学力及び学習意欲の向上
を図ります。
小学校では、3～6 年生を対象に国語・算数
で、中学校では、全学年を対象に国語・数学・
英語を基本として実施します。

全国学力・学習状況調査
における全国の平均値
を 100 とした場合の堺
市の平均値(小 6・中 3)
小 105
中 104

＜現状＞ 小学校：100.7 中学校：96.7

部活動推進事業
【生徒指導課】

部活動の振興を目的として、中学校の部活動 継続して実施
に各種目専門の外部指導者を派遣します。ま
た、種目別拠点校を設置し、自校に希望クラ
ブがない生徒の部活動の機会を保障します。
さらに保護者負担を軽減するため、全国大
会・地方大会出場生徒への交通費全額補助及
び参加奨励金等を支給し、入部率等に基づき
部活動推進用具整備を支援します。
＜現状＞
派遣人数/回数：370 人/12,925 回 入部率：81％
出場内容：全国大会 19 人、近畿大会 39 人
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事業名

体力向上推進事業
【生徒指導課】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

子どもの体力向上を図るため、学校で作成す
る体力向上プランに基づく取組や、学校・家
庭・地域の連携による体力向上の取組を推進
します。

令和 6 年度
目標事業量等
全国体力・運動能力、運
動習慣等調査の全国平
均を 100 とした場合の
堺市平均との比較値：
100 以上。

＜現状＞
全国体力・運動能力、運動習慣等調査の全国平均
を 100 とした場合の堺市平均との比較値
小 5 98.0、中 2 96.3

ネットいじめ防止プ
ログラム実施事業
【生徒指導課】

市立小学校 4 年生及び市立中学校 1 年生全
員を対象に、ICT 分野の専門家と教員の協働
による「ネットいじめ防止」のための情報モ
ラル授業を実施します。

継続して実施し、状況を
確認しながら内容や拡
充等について検討して
いきます。

＜現状＞
市立小学 4 年生 7,497 人
市立中学 1 年生 6,827 人を対象に実施

スクールカウンセ
ラー配置事業

小中高等学校にスクールカウンセラーを配
置し、児童生徒や保護者、教職員を対象とし
た教育相談を行います。

全小中高等学校に配置

【生徒指導課】

＜現状＞
全中学校：43 校、全高等学校：1 校
小学校：19 校、各学校 35 回配置

ソフィア・堺プラネ
タリウム
【教育センター】

一般投映の他、土・日曜日および学校の長期
休業日を除く平日に、予約制で団体投映を実
施しています。また、天体観測会や天文に関
する講演会なども開催しています。指定管理
者制度を導入し、幼児からシニア層まで幅広
い年齢層へのニーズに応えるため、番組充実
を図っています。

プラネタリウム観賞人
数：(延 ) 44,000 人
天体観測会参加人数：
(延) 3,300 人
天文教室・講演会・天文
イベント等参加人数：
(延) 750 人

＜現状＞
プラネタリウム鑑賞人数(延)43,740 人
天体観測会参加人数(延)3,011 人
天文教室・講演会・天文イベント等参加人数
(延)721 人

科学技術や自然 環
境に対する意識 の
高揚

児童・生徒・市民が科学技術や自然環境に対
する意識を高められるよう、科学に関する講
座等を開催します。

【教育センター】
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継続して実施

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

・子どもたちの理科・科学に対する興味関心
が小中高と校種を超えて持続・発展するよう
「堺サイエンスクラブ」の活動を行います。
・「堺で科学サかイエンス」を堺サイエンス
クラブの研究発表の場としても活用します。
＜現状＞
市民科学講座：3 講座
市民科学講座参加人数：302 人
堺サイエンスクラブ：13 回
堺科学教育フェスタ：1,200 人
堺市学校理科展覧会：6,600 人
堺で科学サかイエンス：1,100 人

学校教育 ICT 化推
進事業
【教育センター】

ICT を活用した児童生徒の学力向上及び情 継続して実施
報活用能力の育成、教員の ICT を活用した
授業力向上のために、タブレット活用研修、
教育用ソフト活用研修、ホームページ作成研
修等の研修を行います。
＜現状＞ (延)1,736 人

教育情報ネット ワ
ークの整備
【教育センター】

情報教育の推進、児童生徒 1 人 1 台の学習
用端末と高速大容量の通信ネットワークの
整備といった学校園における ICT 機器の整
備、校務事務等の ICT 化の促進、積極的な地
域・市民への学校情報の発信等により、教育
ICT を促進します。

国の動向等を踏まえ、児
童生徒 1 人 1 台の学習
用端末の整備をはじめ
とする学校教育 ICT 環
境を整備します。

＜現状＞
校務用端末整備状況： 132.8%
教育用端末整備状況(児童・生徒に対する整備台
数)： 6.8 人/台

学力向上推進事業
【学校指導課】

・小中一貫教育推進リーダーを全 43 中学校
区に配置します。
・義務教育 9 年間で育むめざす子ども像を
中学校区で共有し、各段階に応じた子どもの
学びや基軸となる活用をまとめたグランド
デザインを作成し、子どもの学びの継続性を
大切にした実践をします。
・堺市独自の学力等状況調査「堺市『子ども
がのびる』学びの診断」を実施します。
・総合的な学力向上研究校を小中あわせて
10 校指定し、学力向上の取組や研究成果を
全市に発信します。
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小中一貫教育推進リー
ダーを配置
「堺市『子どもがのび
る』学びの診断」を実施

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

＜現状＞
全 43 中学校区に小中一貫教育推進リーダーを配
置
「堺市『子どもがのびる』学びの診断」を実施

親育ち支援事業
【地域教育振興課】

教育 CSR の推進
(企業による学びの
応援プログラム)
【地域教育振興課】
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企業等による地域貢献活動(CSR 活動等)を 企業等と協働し、学校園
活用し、PTA、こども会等をはじめとした地 や地域が行う教育活動
域住民による自主的な学習活動や学校教育 への支援を推進します。
活動を支援することで、地域の教育力の向
上、地域コミュニティの活性化を図ります。
＜現状＞ 令和 2 年度新規事業

こども館活動
【美原こども館】

児童文化教室(毛筆・硬筆・茶道)、遊びの会 参加人数：32,000 人
(手作り・映画会・オセロ他)、スポーツ・レ
クリエーション(卓球・バドミントン・なわと
び・ミニ運動会)、世代間交流(夏のつどい・
もちつき大会・わくわくカーニバル)を実施
します。
＜現状＞ 参加人数 29,078 人

中学校給食改革
事業
【保健給食課】

中学生の個々のおかれた環境にかかわらず、 実施計画(令和 2 年度に
栄養バランスのとれた給食を生徒全員に提 策定予定)に基づく各種
供するとともに、学校給食を活用した食育を 取組を実施
より一層推進するため、全員喫食制の中学校
給食の実施に向け取り組みます。
＜現状＞ 令和 2 年度新規事業

特別教室空調整 備
事業

生徒の快適な学習環境の整備のために、中学
校の特別教室(理科室、調理室、美術室)にエ
アコンを設置します。

快適な学習環境の確保
を進めます。

【施設課】

＜現状＞ 令和 2 年度新規事業

子ども読書活動 の
推進
【中央図書館】

「堺市子ども読書活動推進計画」に基づきす
べての子どもの発達段階に応じた体系的な
取組を推進します。
・子どもや子どもに関わる大人が本や図書
館に親しみ、計画について認識・理解しても
らえるような事業を実施します。
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家庭、地域、学校等との
連携と協働により、読書
環境を整え、子どもの自
主的な読書活動を啓発・
支援する体系的な取組
を継続して行います。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

・乳幼児期から本に親しめる読書環境の醸 ・図書館資料を整備し、
成や読書習慣の形成のため「絵本から広がる 利用を促進します。
家庭での親子ふれあい事業」を実施します。 ・ボランティアの活動
とスキルアップを支援
＜現状＞
し、協働により事業を推
堺市図書館まつり参加人数(延)811 人
進します。
おはなし会・おはなし大会・読み聞かせ会・乳幼
児向けおはなし会参加人数(延)10,583 人
子ども読書活動推進テキスト配布 26,700 部
パンフレット配布 7,850 部
リーフレット配布 7,600 部
ボランティア養成講座・ステップアップ講座参加
人数(延)246 人
保護者向け講座・読書活動推進講座参加人数 92 人
絵本から広がる家庭での親子ふれあい事業 140 回
子どもの読書推進リーダーの養成認定人数 155 人
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2－3 子ども・若者の社会参画への支援
次代を担う子ども・若者が、人権感覚や国際感覚を身に着け、社会との関わりの中で自立
した個人として成長していくことができるよう多様な体験の機会等を設けます。また、様々
な理由で社会生活に困難を抱える若者等の自立に向けて、生活相談や就職支援等を行いま
す。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

ユースサポートセ
ンター運営事業(子
ども・若者総合相
談センター)

ひきこもり、不登校、ニート、非行など社会生
活を営む上で困難を抱える子ども・若者及びそ
の家族への総合的な相談支援窓口として、相談
者に応じた支援機関の紹介等を行います。ま
た、自立に向けた支援プログラムやセミナーの
開催、居場所づくりなどを行います。

【子ども家庭課】

令和 6 年度
目標事業量等
継続して実施

＜現状＞
相談・支援対象者数(新規)：429 人
相談・支援対象者数(新規・継続)：566 人
総相談・支援件数：2,341 件

ユースサポートセ
ンター運営事業(堺
地域サポートステ
ーション)

働くことに悩みを抱えるニート状態の若者
などに対し、カウンセラーなど専門家による
相談、就職に向けたセミナー、就労体験など
を実施し、職業的な自立を支援します。

【子ども家庭課】

＜現状＞
登録者(新規)：157 人、総相談件数：2,155 件
進路決定数：57 人

堺市子ども・若者
支援地域協議会

ひきこもり・不登校・ニート・非行などの困
難を抱える子ども・若者やその保護者への支
援を行うため、教育、福祉、保健・医療、雇
用等各分野の関係機関による地域支援ネッ
トワークづくりを推進します。

【子ども家庭課】

継続して実施

関係機関による地域支
援ネットワークづくり
を推進します。

＜現状＞ 代表者会議 1 回、実務者会議 6 回

堺市人権教育推進
協議会事業補助
【人権推進課】

インターユース堺(IYS)への事業補助を行
い、人権啓発事業、交流事業(国際交流・国内
交流)、社会貢献事業を展開します。また、交
流事業(国際交流)の経験をより多くの市民
に伝えるための各事業を推進し参画します。
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国際交流事業海外派遣
人数：(実)12 人、
国内交流(啓発パネル展
示等)来場者数：
(延)1,000 人、

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)
＜現状＞
国際交流事業海外派遣人数：(実)7 人
国内交流(交流活動)参加者数：(延)1,022 人
国内交流(啓発パネル展示等)来場者数：(延)993
人
海外派遣報告集会等参加者数：(延)463 人
出前講座参加者数：(延)125 人
社会貢献活動(ヤングサンタ等)参加者数：
(延)182 人
ヤングサンタ訪問家庭数：(実)16 家庭

堺ウェリントン青少
年交流事業

令和 6 年度
目標事業量等
海外派遣報告集会等参
加者数：(延)500 人、
出前講座参加者数：
(延)800 人、
ヤングサンタ訪問家庭
数：(実)20 家庭
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【国際課・学校指導課】

こころの健康セン
ター地域支援事業
【こころの健康センター】

市民に対して精神保健及び精神障害者の相
談・指導(複雑又は困難なもの)、市内関係機
関に対して技術支援を実施しています。その
中で、下記の特定相談を実施しています。
15 歳以上の自宅以外での生活の場が失われ
ているひきこもり状態にある本人、家族、関
係者を対象に、相談支援を実施しています。
＜現状＞
専門職による相談実人数 491 人
グループワーク活動 157 回
家族教室 7 回、家族交流会 8 回
市民講演会 1 回、ひきこもりに関する研修 1 回
サポーター活動 401 回

さかい JOB ステー
ション事業
【雇用推進課】

専門職による相談実人
数：300 人
グループワーク活動：
70 回
家族教室・交流会：
15 回
市民講演会：
1回
ひきこもりに関する研
修：1 回
サポーター活動：
300 回

39 歳以下の若年者、年長フリーターなどの 就職決定者数：
不安定就労者を対象に、専門のカウンセラー 1,300 人
によるキャリアカウンセリングや就職支援
セミナーなどを実施し、実践的な就職活動の
支援を行います。また、南区に「JOB ステ
ーション南サテライト」を設置しています。
その他、合同企業説明会など、ハローワーク
堺との連携による事業を実施します。
＜現状＞ 就職決定者数：(実)1,288 人

地域人材育成強化
事業
【雇用推進課】

学生等に対する職業意識の醸成と雇用のミ
スマッチ解消を目的とし、堺・南大阪地域イ
ンターンシップ推進協議会を通じたインタ
ーンシップ事業や、堺地域人材ネットワーク
協議会を通じた、地元企業による高校等での
出前講座等を実施します。
＜現状＞ インターンシップ参加学生数：157 人
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インターンシップ参加
学生数：170 人

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

田んぼに GO！畑に
GO！

小学生以上の方を対象に農業体験(田植え・
収穫)のイベントを行い、旧村地域とニュー
タウン地域の交流及び世代間の交流を図り
ます。

【南・企画総務課】

令和 6 年度
目標事業量等
継続して実施

＜現状＞ 田植え：186 人、稲刈り：262 人

社会 的 実 践力 向上
推進事業
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【学校指導課】

英語教育推進事業
(小学校・中学校)

ネイティブスピーカーを小・中学校に派遣
し、学級担任や英語担当教員と T･T(ティー
ム・ティーチング)による授業を行います。

全小学校にネイティブ
スピーカーを年間配置

【学校指導課】

＜現状＞
全小学校にネイティブスピーカーを配置
中学年 3 時間、高学年 15 時間

英語教育推進事業
(高等学校)

ネイティブスピーカーを派遣し、英語担当教
員と T･T (ティーム・ティーチング)による
授業を行います。

高等学校：通年配置 1 人

【学校指導課】

＜現状＞ 高等学校：通年配置 1 人

人権学習の推進
【人権教育課】

人権や人権問題について理解を深め､全ての
人の人権が尊重されるよう､本市立学校園の
PTA 会員などを対象に、人権に関する講座
の開催や啓発冊子の発行などを行います。

人権啓発冊子：年 1 回発行
PTA 人権研修会：3 回開
催の継続

＜現状＞
人権啓発冊子の作成、PTA 人権研修会の開催

明るい選挙啓発ポ
スター・書道コン
クール
【選挙管理委員会事務局】

市内小・中・高校・特別支援学校の児童・生
徒から、明るい選挙、政治、くらしをイメー
ジするポスター・書道作品を募集し、優秀作
品を｢明るい選挙啓発ポスター・書道展」で
展示します。
＜現状＞
ポスター応募数/優秀作品：909 件/73 件
書道応募数/優秀作品：164 件/26 件
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ポスター応募数/優秀作
品：1,000 件/84 件
書道応募数/優秀作品：
200 件/10 件

