4 子どもの健やかな成長を育む環境整備(ライフステージ横断)
4－1 地域社会全体で支え合う子育て環境の整備
核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中、子育てへの不安や負担を保護者だけで抱
え込むことがないよう、子どもを取り巻く地域、施設、学校、企業等、まち全体で子どもの
成長を見守り、支え合うことができる環境を整備します。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

さかい子育て応援
団事業

子育て家庭が利用しやすい設備等の提供、う
れしい付加的サービス、割引やプレゼントの
提供サービス等、子育て家庭を応援する取組
をしている堺市内の企業・団体等を対象に応
援団への登録を呼びかけ、登録決定後、応援団
ロゴマークを交付します。
また、登録企業等の取組について、市ホームペ
ージやフェイスブックページ等を活用して市
内の子育て家庭等へ情報発信を行います。

【子ども企画課】

令和 6 年度
目標事業量等
さかい子育て応援団の
登録数：500 団体

＜現状＞ さかい子育て応援団の登録数：320 団体

堺市子育て支援情
報総合サイト事業
【子ども企画課】

堺市における子育て支援や青少年健全育成に
関する情報をホームページ内「さかい☆HUG
はぐネット」で一元化して提供しています。

掲載内容の充実及びア
クセス件数の増加をめ
ざします

＜現状＞ アクセス件数 187,562 件/月

子育て支援事業発
信事業
【子ども企画課】

スマートフォンアプリ「さかい子育て応援ア
プリ」を開設し、子どもの生年月日(出産予定
日)等の利用者特性に応じたタイムリーな情
報提供、地図機能を活用した子育て施設の検
索など、子育て家庭が必要とする情報を分か
りやすく提供します。

アプリダウンロード数：

32,500

＜現状＞ アプリダウンロード数 15,486

さかいチャイルドサ
ポーター育成事業
【子ども企画課】

国の「子育て支援員」制度に基づき、多様な子
育て支援分野に関して必要となる知識や技能
等を習得するための研修を行います。
＜現状＞
修了証書交付人数及び現任等研修参加人数 249 人
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継続して実施

事業名
子ども食堂ネット
ワーク構築事業

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

再掲 55 ページ

【子ども企画課】

利用者支援事業
【子ども育成課】

みんなの子育て
ひろば事業
【子ども育成課】

地域子育て支援
センター事業
【子ども育成課】

堺市つどい・交流の
ひろば事業
【子ども育成課】

子育て情報提供事業
【子ども育成課】

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
94 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
103 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
104 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
105 ページ参照

育児の基礎的な知識や保育所、幼稚園教育・保
育施設、子育てサークルや遊び場、制度などの
子育てに関する各種資源・利用できる制度の
状況について、市民にきめ細かく情報を提供
する事業で、現在、子育て情報誌を発行し、保
健センターでの妊娠届出時に、面接しながら
全員に配布しています。また、関係機関におい
て、就学前のお子さんがいる方(妊娠中の方を
含む。)にも配布しています。

子育て情報誌発行部数：
13,000 部

＜現状＞ 子育て情報誌発行部数：13,000 部

育児支援ヘルパー
派遣事業
【子ども育成課】

堺元気っ子づくり
推進事業
【子ども育成課・
生徒指導課】

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
101 ページ参照

地域清掃・美化活動、オリエンテーリング、音
楽会など、中学校を単位とした青少年健全育
成組織が運営する事業に補助金を支出するも
のです。学校園・家庭・地域が協働した青少年
健全育成への取組を推進することにより、地
域教育力を活性化させ、子どもに｢生きる力｣
と「豊かな心」を育みます。
＜現状＞
補助金交付中学校区青少年健全育成組織数：43
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補助金交付中学校区青
少年健全育成組織数：
43

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

青少年指導員地域
活動支援事業

青少年指導員は、健全育成事業・啓発活動・青
少年団体の育成・指導者の養成・環境浄化等の
活動を行う、有志のボランティアです。各小学
校区青少年指導員会及びその校区幹事により
組織する堺市青少年指導員連絡協議会の活動
について補助・支援・助言を行います。

【子ども育成課】

令和 6 年度
目標事業量等
青少年指導員数：
1,400 人
補助金交付校区数：
93 校区

＜現状＞
青少年指導員数：1,383 人
補助金交付校区数：88 校区

7 月非行防止月間推
進事業
【子ども育成課】

7 月の「青少年の非行問題に取り組む全国強
調月間」(内閣府)及び｢暴走族追放・少年非行
防止強調月間｣(大阪府)に合わせ堺大魚夜市な
どにおいて、啓発に努め、青少年の規範意識の
醸成と社会環境の浄化を図ります。

青少年指導員参加者数：
200 人
配布物品数：3,000 個

＜現状＞
青少年指導員参加者数：134 人
配布物品数：2,000 個

子育てアドバイザー
派遣事業
【子ども育成課】

子育て短期支援事業
【子ども家庭課】

家庭児童相談事業
【子ども家庭課】

児童家庭支援セン
ター事業

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
102 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
99 ページ参照
再掲 42 ページ

再掲 42 ページ

【子ども家庭課】

認定こども園等にお
ける地域活動事業
【幼保推進課】

認定こども園や保育所を利用する家庭だけで 127 か所
なく、地域の在宅で子育てする家庭を対象に、
認定こども園や保育所で育児講座や育児相談
を実施するほか、園庭開放では子育て家庭の
交流、老人会との世代間交流及び保育ボラン
ティアとの協働の場を提供します。
＜現状＞
121 か所
民間認定こども園・保育所 103 施設
公立認定こども園 18 施設
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事業名
さかいマイ保育園
事業【幼保運営課】
子ども相談所事業
(子育て支援関係)
【子ども相談所】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

再掲 43 ページ

児童福祉司、児童心理司などが、子どもを取り
巻く状況や子どもの心理状況などを総合的に
判断して、子ども・保護者・関係者等に対し助
言や指導を行うほか、必要に応じて児童福祉
施設への入所、里親への委託、一時保護などを
行い、問題の改善に取り組みます。また、虐待
通告先として 24 時間 365 日対応の子ども
虐待ダイヤルを開設しています。

継続し、相談体制の充実
に努めます。

＜現状＞
養護相談：406 件、 虐待相談：2,175 件
障害相談：1,813 件、非行相談：151 件
育成相談：928 件、 その他：30 件

生涯学習まちづく
り出前講座(どこで
もセミナー)

10 人以上の団体を対象に、市職員が地域に出
向き、市の事業や制度についての説明を行い
ます。

【生涯学習課】

＜現状＞
全 96 講座(うち、子育てに関する講座：4 講座)

堺市スポーツ少年団

スポーツ活動を通じた青少年の健全育成に資 登録団体数：160 団
するため、堺市スポーツ少年団事業を支援し、
各登録団の育成を図ります。

【スポーツ推進課】

多様な市民ニーズに応
えるため、子育てに関す
る講座を含むメニュー
の多様化を図ります。

＜現状＞ 登録団体数：121 団

子育てサロン等の
子育て支援活動の
推進
【長寿支援課】

各校区福祉委員会が実施する「地域のつながり
ハート事業(堺市小地域ネットワーク活動)」の一
環として、各小学校区内の自治会館・地域会館等
において、子育て中の親子やボランティアが集
まる「子育てサロン」などを実施します。

継続して実施

＜現状＞ 実施校区：77 校区

公共賃貸住宅の
集会所などの活用
【 住 宅 ま ち づ く り 課】

公共賃貸住宅の集会所などを活用して、子育
てに関連する相談や情報交換のできる場所を
提供します。
＜現状＞ 2 か所(小規模保育所)
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子育て支援施策と連携
し、地域の拠点づくりに
努めます。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

各区役所での保護
者と赤ちゃんへの
絵本の配布事業

図書館及び地域ボランティア等と連携し、各
保健センターが実施する 4 か月児健診時に、
各区役所で工夫をこらし、赤ちゃんと保護者
に絵本の紹介や読み聞かせを行い、絵本を配
布することで、親子のふれあいを支援します。

【堺・企画総務課
中・自治推進課
東・企画総務課
西・企画総務課
南・企画総務課
北・企画総務課
美原・企画総務課】

堺区子育てつなが
るプロジェクト
【堺・子育て支援課】

＜現状＞ 配布冊数
(堺区)1,045 冊、(中区)1,057 冊、(東区)518 冊、
(西区)1,031 冊、(南区)842 冊、 (北区)1,506 冊、
(美原区)238 冊

現在定期的に開催している「子育てフレンド
ルーム」を中心にした『堺区子育てつながるプ
ロジェクト』を展開することを通して、子育て
家庭を広く受け止めるとともに、それぞれの
子育てのニーズや不安に細かく寄り添いつつ
地域の子育て資源につなげていきます。

令和 6 年度
目標事業量等
配布冊数
(堺区)1,100 冊
(中区)1,100 冊
(東区)700 冊
(西区)1,100 冊
(南区)800 冊
(北区)1,500 冊
(美原区)200 冊

継続して実施し、子育て
家庭のニーズに応じて、
事業内容を検討していき
ます。

＜現状＞ 毎月開催(子育てフレンドルーム)

こどもをハグくむ
講座(堺区域まちづ
くり事業)
【堺保健センター】

満 1 歳の子と保護者を対象とし、子どもの発
達や関わり方について学ぶ講座等を実施する
ことで、保護者が安心して子育ての見通しが
もてるように支援します。
・講座と遊びの実践
・子どもの発達を促す運動遊びや親子遊び
・子どもの発達段階に合わせた声かけの仕方
について
・講座の内容について「こどもをハグくむ遊
び」のリーフレットにまとめ、乳幼児健診や地
域の満 1 歳の子どもをもつ保護者へ配布す
る。また堺区内のボランティアや子育てアド
バイザー等の支援者へも啓発を実施します。
＜現状＞
実施回数 4 回×2 クール
参加親子数 前期実数 40 人
後期実数 38 人

baby∞star
「いのちありがと
うプロジェクト」
【中保健センター】

延数 124 人
延数 120 人

若年出産(21 歳以下で出産)された保護者へ
の支援。保護者自身が楽しんで参加できる内
容とし、地域子育て支援関係者・健康づくり自
主活動グループ(歩み会・8020 メイト)も協
力してもらい、支援者との関係づくりを行い
ます。若年出産した保護者が自分も子どもも
大切にできるよう支援します。
＜現状＞ 教室開催 6 回
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令和 2 年度まで実施予定

教室開催 6 回

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

乳幼児のむし歯ゼ
ロ作戦

乳臼歯（奥歯）が生え始める 2 歳頃はむし歯
が増加しやすい時期であるため、このタイミ
ングで歯科保健指導を行うことで、中区の乳
幼児のむし歯を減少させることをめざしま
す。

【中保健センター】

令和 6 年度
目標事業量等
3 歳 6 か月児健診で効
果検証します。

＜現状＞ 対象者：2 歳児の歯科相談全員

東区「待ち時間を親
子のふれあい時間
へ」事業
【東・企画総務課】

区役所に来庁した子ども連れの方に、待ち時
間を親子で触れ合う快適な時間にしていただ
くことを目的に、絵本ラックの設置やベビー
カーの貸し出し、窓口への折り紙・ぬり絵の配
架を実施します。

継続して実施

＜現状＞ 継続して実施

東区ぱぱてらす事業
【東・子育て支援課】

月に 1 回父親と子どもの遊び場づくりや父親
同士の交流の機会づくりを目的に「ぱぱてら
す事業」を実施し、子育て世代の連帯感の醸成
を図ります。

継続して実施

＜現状＞ 5 回実施、参加者数：(延)48 組、123 人

ひがし・ママスタート
応援事業
【東・子育て支援課】

我が子に愛情を持ちながら安心して子育てが 継続して実施
できるように、子育てのスキルアップや子ど
もへの愛情を育む講座等を実施します。また、
子育て中の孤立防止や不安解消をするため子
育て支援情報を提供します。
・ベビーダンス等により親子のコミュニケー
ションを図るとともに、育児相談や情報交換
会を実施。
・子育ての不安解消や育児支援に関連する講
座を開催。
・子育てサークルサロンの紹介や地域子育て
支援センター事業など掲載した東区子育て応
援ＭＡＰを発行。
・子育て中の疑問に対する子育ての思いやア
ドバイスをまとめたリーフレット「子育ての
困りごと」を発行。
＜現状＞ 16 回、(延)275 組
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事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

妊娠期から産後の
ママ友支援事業
「プレママ・パパ＆
フレッシュママ・パ
パサロン」

35 歳以上の初妊婦・初産婦を対象に交流の場
を提供し、妊娠期からの継続したママ友作り
を支援することにより、産後の孤立化や産後
うつを予防します。

【西・子育て支援課】

子育て支援イベン
ト事業
西区内の公園での
イベント実施
【西・子育て支援課】

令和 6 年度
目標事業量等
継続して実施

＜現状＞
・講師を招くイベント全 6 回
(ベビーマッサージ、ベビーダンス、マタニティー
ヨガ)
・クッキング 1 回・お茶会 4 回

イベント活動の様子が眺めやすい公園で実施 継続して実施
することにより、普段、区役所内のイベントや
地域の子育てサロンに参加していない親子に
も知ってもらい、その場で参加・交流を促し、
西区や堺市内で実施している子育て支援事業
の情報を提供し PR します。それをきっかけ
に、子育てサロンやみんなの子育てひろばな
どの施設利用に対する抵抗感をなくして子育
て支援サービスの利用を促進し、親子同士の
交流から育児の孤立化の予防につなげます。
また、屋外ならではの遊びを提供し、外遊びの
楽しさ・重要性を伝えます。
＜現状＞
4 回実施
うち 3 回を西区内にある浜寺公園(5 月)、鳳公園
(11 月)、霞ヶ丘公園(3 月)で実施
うち 1 回を家原大池体育館で実施

広げよう子育ての輪
子育て情報発信事業
子育てマップの作成
【西・子育て支援課】

西区の子育て情報を掲載したマップ形式のわ
かりやすいパンフレットを作成し、西区への
転入者や、交流の場を探している区民へ提供
することにより、地域ぐるみの子育てを活性
化させます。

継続して実施

＜現状＞ 子育てマップ増刷 5,000 部

子どもの健全育成
推進事業
【南・企画総務課】

様々な子どもの健全育成を担う活動団体を横
に繋げるプラットフォームの構築により、活
動団体の情報共有の場をつくり、各団体の情
報発信、団体間のマッチングによる新たな取
組を支援します。
＜現状＞ 令和元年度末にプラットフォーム立ち上
げ予定
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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)

子育て支援啓発事業

地域や関係機関と連携しながら、親子や子育
て世代の交流を促進し、子育て支援情報等の
提供やニーズに合わせた相談支援を行うこと
で、子育て家庭の孤立を防ぎ、育児不安の軽減
を図ります。

【南・子育て支援課】

令和 6 年度
目標事業量等
継続して実施

＜現状＞
子育て講演会 ：1 回、南区ぱぱてらす：4 回
育休パパ集まれ：1 回、大人ママ交流会：1 回
ママパパ交流会：1 回、
子育てお出かけマップ作製配布 ： 5,000 部

北区子育てフェスタ
【北・企画総務課】

主に、北区の子どもや子育て世帯を対象に、イ
ベントを開催し、地域で活動している各種団
体や子育てサークルなどとの交流を促進する
ことで、子育て世帯の孤立を防止し、地域ぐる
みの子育て支援につなげます。

継続して実施

＜現状＞ 約 4,500 人

ようきた(北)ね！子
育て案内講座
【北・子育て支援課】

転入して間もない未就学児童とその保護者を 4 回
対象に、子育てや地域の情報提供を行う交流
会形式の講座を実施し、子育ての不安の軽減
を図り、楽しく子育てできる環境を整えます。
＜現状＞ 4 回

子育てピア・サポー
ト支援事業
【美原・子育て支援課】

保護者が安心して地域で子育てに取り組める
環境づくりをめざし、親子がつどう場を定期
的に提供し、育児仲間の獲得と子育てに関す
る知識の習得を支援します。また、講座や交
流を通して、保護者がリフレッシュをはかる
とともに、心身の健康への意識を高めます。

20 回

＜現状＞ 令和 2 年度新規事業

教育相談事業
【教育センター】

一人ひとりの子どもの状況に応じて、継続的
な教育相談を実施するとともに、学校や関係
機関とも連携しながら、面接相談や電話教育
相談を実施し、課題の解決をめざします。
＜現状＞
面接相談人数：(延)8,516 人
電話相談件数：(延)1,486 件
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継続して実施

事業名
小学校施設開放事業
【地域教育振興課】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

スポーツ活動を通じた児童の健全育成を目的 実施校数：92 校
に、学校教育活動に支障の無い範囲で小学校の
体育施設(運動場、体育館)を開放するとともに、
地域住民の生涯学習活動推進のため、小学校に
ある会議室、多目的室等も開放しています。
＜現状＞ 実施校数：92 校

社会教育関係団体
支援事業
(ＰTA 教育支援事業)
【地域教育振興課】

PTA 会員に対して、子育てに関する学習・啓
発の機会や情報を提供するとともに、泉北・堺
市地区 PTA 協議会や大阪府 PTA 協議会等の
情報を随時提供し会員の資質向上や家庭の教
育力向上の支援を行います。

各研修会参加者数：
(延)2,000 人

＜現状＞ PTA 研修会等参加者数：2,200 人

社会教育関係団体
支援事業
(こども会育成事業)
【地域教育振興課】

スポーツ活動、文化活動などの子ども交流事
業を実施し、友好都市や市内全域の子どもた
ちの交流の場を提供することに加え、指導者・
育成者に対しては各研修会を実施し、啓発や
育成を図るなど、子どもの健全育成に寄与す
る堺市こども会育成協議会の活動の支援を行
います。
＜現状＞
こども会加入率(対：府加入率)指数：1.35
校区連合こども会校区数：82 校区

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)

再掲 17 ページ

再掲 30 ページ

【地域教育振興課】

放課後児童対策事業
(のびのびルーム)
【放課後子ども支援課】

放課後ルーム事業
【放課後子ども支援課】

放課後子ども総合
プラン事業
【放課後子ども支援課】

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
97 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
97 ページ参照
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
97 ページ参照
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堺市こども会育成協議
会を通じたこども会の
加入推進に向けた取組
の支援の継続

4－2 子育てと仕事の両立等への支援と環境の整備
女性の社会参加やワーク・ライフ・バランスの推進が図られる中、子育てと仕事や多様な
社会参画を両立できる環境を整備します。

事業名
ファミリー・サポー
ト・センター事業
【子ども育成課】

教育・保育施設供給
体制の確保

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

令和 6 年度
目標事業量等

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
110 ページ参照

第 4 章「教育・保育」80 ページ参照

【幼保推進課】

延長保育事業
【幼保推進課・幼保運営
課】

夜間保育
【幼保推進課】

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
95 ページ参照

再掲 13 ページ

民間認定こども園
等一時預かり事業
(民間認定こども園
第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
等)／堺市一時預か
106 ページ参照
り事業(公立認定こ
ども園)【幼保推進課・
幼保運営課】

休日保育事業
【幼保推進課】

再掲 13 ページ

幼稚園型一時預か
り事業

第 4 章「地域子ども・子育て支援事業」
【幼保推進課・幼保運営 107 ページ参照
課】

認定こども園や保
育所などへの優先
利用調整の推進

再掲 48 ページ

【幼保推進課】

子育てバリアフリ
－の推進及び啓発

バリアフリー法や「大阪府福祉のまちづくり
条例」に基づき、民間建築物、市有建築物、
道路及び公園などのバリアフリー整備を図
【長寿支援課・建築指導
り、また、市内各鉄道駅及びその周辺地区等
課・公園緑地整備課・道
を対象とするバリアフリー基本構想を策定
路整備課】
し、駅舎、周辺道路等のバリアフリー化を重
点的・一体的に推進します。
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(長寿支援課)
・(仮称)堺市移動等円滑
化促進方針に基づく堺
市バリアフリー基本構
想等の統括、検証
(道路整備課)
令和 2 年度に整備完了予定

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)
＜現状＞
(長寿支援課)
バリアフリー化庁内推進検討会、バリアフリー化
検討委員会を実施
(道路整備課) 平成 30 年度に 0.9km 整備済
(公園緑地整備課)
バリアフリー便所建替工事 3 公園

さかい JOB ステー
ション事業
【雇用推進課】

令和 6 年度
目標事業量等
(公園緑地整備課)

公園便所のバリアフリ
ー化工事等を必要に応
じて実施

出産や子育て等で離職し早期再就職をめざ 就職決定者数：400 人
す女性や転職を希望する女性を対象に、専門
のカウンセラー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
には「JOB ステーション南サテライト」を
設置しています。
＜現状＞
女性の再就職支援事業 就職決定者数：472 人
※33 ページの「さかい JOB ステーション事業」も
参照

公共賃貸住宅にお
ける多子世帯等の
優先入居制度の活
用

公共賃貸住宅の建替えの際には、子育て世帯を
はじめとする多様な世帯向けの住宅供給を図
るとともに、地域の需要を考慮しながら、子育
て支援施設の整備の推進に努めます。

【住宅まちづくり課】

＜現状＞ 0

市営住宅の入居者
の募集における子
育て世帯の募集枠
の確保【住宅管理課】
市営住宅の入居者
の募集における福
祉世帯の募集枠の
確保【住宅管理課】
都市公園の整備
【公園緑地整備課】

継続して実施

再掲 57 ページ

再掲 57 ページ

子どもから高齢者まで地域の住民に親しま
れる魅力のある公園づくりを推進します。
・原池公園、三国ヶ丘公園、初芝さくら公園
等の都市公園の整備推進
＜現状＞
・原池公園：公園整備なし
・三国ヶ丘公園、初芝さくら公園：事業完了
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継続して実施
(原池公園、久世公園、天
神公園等)

4－3 安全・安心な子育て環境の整備
子どもを犯罪や交通事故等から守り、安全で健全に地域の中で成長していくことができ
るよう、地域ぐるみで安全・安心な子育て環境を整備します。

事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

「こども 110 番」
運動の推進

子どもが不審者に追いかけられたりした場
合に、すぐに助けを求めることができる避難
場所を確保する事業です。自治会等を通し
て、子どもがよく通る道や通学路沿いにある
住宅・商店等に小旗を配付し、子どもたちの
避難場所とします。また、市公用車に 110
番ステッカーを貼付し走行します。

【子ども育成課】

令和 6 年度
目標事業量等
こども 110 番の家
協力件数：9,500 件
こども 110 番の
くるま台数：676 台

＜現状＞
こども 110 番の家協力件数：9,138 件
こども 110 番のくるま台数：676 台

青少年の性被害
防止
【子ども育成課】

いわゆる『ＪＫ(女子高生)ビジネス』などが
社会問題となっている状況を踏まえ、青少年
の性被害防止のための啓発活動を強化しま
す。実施内容としては、地域ボランティアと
の協力や学校との連携のもと、講演会等の実
施や地域イベント等で啓発活動を行い、性被
害の当事者である市内の中高生及び、教員や
地域の支援者に対して、青少年を取り巻く性
被害の危険性や対応策の周知を図ります。

啓発物品配布数 2,000 枚
青少年の性被害の危険
性に関する意識向上

＜現状＞
啓発物品配布数 2,000 枚
青少年の性被害の危険性に関する意識向上

DV 避 難児 童 等心
理ケア事業

再掲 42 ページ

【子ども家庭課】

地域安全推進事業

地域の自主防犯活動に対する支援策として、
自主防犯パトロール登録団体に対して、パト
【市民協働課・各区自治
ロール用品の支給や青色防犯パトロール車
推進課】
両の譲渡、青色防犯パトロール活動費補助を
実施します。また、地域が行う街頭防犯カメ
ラの設置に対する補助制度を実施します。
＜現状＞
自主防犯パトロール登録団体数：186 団体(累計)
青色防犯パトロール車両譲渡数：47 台(累計)
防犯カメラ設置補助台数：733 台(累計)
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自主防犯パトロール団
体に対して、防犯資機材
の支給や青色防犯パト
ロール活動補助を引き
続き実施します。
防犯カメラ設置補助台
数：1,200 台

事業名

地域安全推進事業
【市民協働課・各区自治
推進課】

事業概要・現状(平成 30 年度実績)
子どもの安全を確保し、市内で発生する犯罪等
を防止するため、市内小学校の敷地を活用し、
学校外周地域に向け公設の防犯カメラを設置
します(子ども安全防犯カメラ設置事業)。
＜現状＞
市内全小学校 93 校に設置した合計 102 台の防犯
カメラ稼働

地域安全推進事業

生徒や地域住民の安全を確保し、市内で発生
する犯罪等を防止するため、市内全中学校等
【市民協働課・各区自治
の敷地等を活用し、学校外周地域に向け公設
推進課】
の防犯カメラを設置します(堺市公共防犯カ
メラ設置事業(中学校カメラ))。

令和 6 年度
目標事業量等
平成 28 年度に市内全
小 学 校 93 校 に 合 計
102 台 設 置 し た も の
を、引き続き運用しま
す。

平成 30 年度に市内全
中学校 43 校に合計 49
台設置したものを、引き
続き運用します。

＜現状＞
市内全中学校 43 校に合計 49 台の防犯カメラを設
置・運用開始

デート DV 等予防出
張セミナーの実施

再掲 18 ページ

【男女共同参画推進課】

デート DV 予防啓
発講座の開催

堺市立の幼稚園・小学校・中学校・高校・支
援学校の PTA 会員を対象に、子どもたちを
DV の被害者にも加害者にもさせないため
【男女共同参画推進課】 に、
デート DV についての知識と理解を深め
るための講座を開催します。

継続して実施

＜現状＞ 参加者数：306 人

幼児・児童に対する
交通安全教育の推進
【自転車企画推進課】

保育所(園)、幼稚園、こども園、小学校、特
別支援学校等で模擬道路を設置しての実技
指導、警察官のお話、ビデオ上映などによる
交通安全を実施します。
＜現状＞
保育所(園)、幼稚園、こども園、小学校、特別支
援学校等、保育・教育施設での実施 219 回

子 ども を 守 る 地域
ぐ るみ の 取 り 組み
の推進

実施回数 計 260 回
全小学校での実施 94 回
保育所(園)、幼稚園、子
ども園、特別支援学校
等、保育・教育施設での
実施 166 回

学校と家庭・地域・関係機関の連携により、 学校安全管理員の継続
地域ぐるみで子どもの安全を守ります。小学 配置
校区ごとに組織された「子どもの安全見まも
り隊」による登下校時の子どもの見守り活動
【教委総務課・学校総務
を実施し、子どもの安全を確保します。また、
課・生徒指導課・施設課】
全ての小学校と支援学校(本校)の児童の登
校日に、子どもたちの安全と施設管理のた
め、
「学校安全管理員」を配置しています。
＜現状＞ 学校安全管理員の継続配置
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事業名

事業概要・現状(平成 30 年度実績)

学 校安 全 指 導 員派
遣事業

警察ＯＢである学校安全指導員が、サスマタ
や警杖の使用法などを含む教職員対象講習、
幼児児童生徒を含む不審者対応避難訓練等
の不審者侵入時の対応訓練、学校への巡回指
導等を実施します。

【生徒指導課】

令和 6 年度
目標事業量等
学校安全指導員による
不審者対応訓練または
巡回指導を継続して実
施

＜現状＞
教職員対象講習会の実施：幼稚園 9 園、小学校 88
校、中学校 11 校、支援学校 3 校、高等学校 1 校
避難訓練の実施：幼稚園 10 園、小学校 85 校、中
学校 11 校、支援学校 2 校

SAFE プログラム
【生徒指導課】

現代社会で子どもたちが直面する可能性の
ある 13 の危機的状況を具体的に示したイ
ラストボードを使って、子どもと教員が対話
型で学習を進める教育プログラムを実施し
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＞
小学校低学年担当教員を対象とした研修会の
実施：5 回、89 人

いじめ・暴力防止
CAP プログラム事業
【生徒指導課】

危機的状況を自分で切り抜けるための知識や
方法を学び、たくましく生き抜いていくための
力を養う体験型プログラムを実施します。

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＞
実施学級数：小学校 233 学級、中学校 18 学級

ス クー ル サ ポ ート
チーム派遣事業

再掲 44 ページ

【生徒指導課】

堺市安全安心メール
【教育センター】

学校などから連絡のあった不審者情報等の
子どもの安全に関する情報を「堺市安全安心
メールシステム」を使用して登録者に配信し
ます。
＜現状＞登録者数：33,440 件(情報配信数：24 件)

学校教育 ICT 化推
進事業

再掲 29 ページ

【教育センター】
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登録者数：65,000 件

