
個別
目標 事　業　名

平成１６年度末の
状況

平成２１年度末の
状況

１　地域子育て支援拠点の設置 － １８か所

２  子育て支援者の子育て相談の会場増設 １０８か所 １４５か所

３　保育所・幼稚園の子育て相談の充実
【保育所育児支援ｾﾝﾀｰ園】

１８か所 ３６か所

４　保育所の施設開放及び幼稚園はまっ子広場の拡充
【保育所】　１２１か所
【幼稚園】　　１２か所

１１９か所
３５か所

5　親と子のつどいの広場の拡充 ９か所 ２４か所

6  横浜子育てサポートシステムの拡充 【会員数】 ４，８３７人 拡充

7　地域育児教室の開催

8　子育てサロンの開催会場の拡充

9　子育て支援関連情報の提供 推進 推進

10　教育総合相談センターの子育て相談 推進 推進

11　地域ケアプラザにおける子育て支援事業の実施 推進 推進

1　児童虐待防止ネットワークの充実 推進 推進

2　要保護児童とその家族を支える地域ネットワークの推進 推進 推進

3　児童福祉施設等と地域支援　　　
【ｼｮｰﾄｽﾃｲ、ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ】

各１か所 各３か所

4　児童相談所及び福祉保健センターの人材育成及び連携強化 推進 推進

5　児童相談所の機能強化と増設 ３か所 ４か所

6　児童養護施設等の整備拡充 ７か所 充実

7　地域福祉人材の育成 実施 拡充

１　家庭への支援体制の充実 検討 充実

２　妊娠期から新生児期の支援の充実 検討 充実

３　母子健康手帳交付時の面接の充実 検討 充実

４　乳幼児健康診査を活用した子育て支援 検討 推進

５　難病等の疾病をもつ子どもへの支援 検討 推進

６　関連機関相互の連携強化 検討 推進

７　不登校の対策の推進 推進 充実

８　保健室登校子ども支援事業 ２４校 推進

横浜市次世代育成支援行動計画(統合後)の目標水準一覧表

①

②

③

各区で特性に応じて実施

各区で特性に応じて実施
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個別
目標 事　業　名

平成１６年度末の
状況

平成２１年度末の
状況

横浜市次世代育成支援行動計画(統合後)の目標水準一覧表

１-(１) 保育所の整備 ２６,７００人 ３５,０００人

１-(２) 横浜保育室の推進 推進 推進

１-(３) 幼稚園預かり保育の推進 １，２６２人 １,５６０人

２-(１) 保育時間の延長 １９６か所 ３２５か所

２-(２) 休日・年末年始保育の実施 １か所 １5か所

２-(３) 一時保育の拡充 ８２か所 ２２７か所

２-(４) ２４時間型緊急一時保育 ２か所 推進

２-(５) 病児・病後児保育 病児保育１か所 病児保育１４か所

２-(６) 障害児保育 ２０１か所 推進

２-(７) 外国人児童保育 ５か所 推進

２-(８）産休明け保育 １１０か所 推進

３-(１) 研修の充実 推進 推進

３-(２) 苦情解決や第三者評価事業 推進 推進

３-(３) 食育の推進 １６１か所 推進

４　市立保育所の民間移管の推進 ４か所 ４か所

１　公共施設等を活用した親子の居場所の拡充 拡充 拡充

２　放課後児童育成施策の場を活用したサロンなどの交流の場
    の拡充

検討 推進

３　家庭教育学級開設事業の推進 全校
20区部

145中学校区

４　認定こども園の検討・推進 検討 推進

５　幼・保・小の連携充実
モデル２地区

18区で実行委員会
18区で

連携推進地区

６　母子家庭等への子育て支援の充実

７　私立幼稚園就園奨励事業の充実 ６６，０４９人 充実

１　放課後キッズクラブ、はまっ子ふれあいスクール、放課後
    児童クラブ

実施 充実

２　プレイパークの設置の推進 推進 １５か所

３　体験学習の充実 推進 推進

４　乳幼児ふれあい体験事業 推進 推進

５　地域のふれあい料理教室等への支援 推進 推進

6　企業との連携によるキャリア教育の推進(個別目標⑩－２、
⑫－２と同事業）

推進 推進

④

②－４「児童福祉施設等と地域支援」と同じ

⑤

⑥
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個別
目標 事　業　名

平成１６年度末の
状況

平成２１年度末の
状況

横浜市次世代育成支援行動計画(統合後)の目標水準一覧表

１　放課後キッズクラブ、はまっ子ふれあいスクール、放課後
    児童クラブ

実施 充実

２　地域コーディネーターの養成 推進
活動する人や

場の充実

３　青少年指導員活動の推進 推進 推進

４　開かれた学校づくりの推進
市立小中学校全校

（４９９校）
推進

５　地域防犯拠点設置支援事業 ５区 各区で展開

６　学校の安全対策事業の推進
防犯カメラ、緊急時校内
連絡システム（全校）

よこはま学援隊活動
校（３２０校）

防犯設備の充実等

７　地区センターを拠点とした地域コミュニティの醸成 推進 推進

８　要保護児童とその家族を支える地域ネットワー
　　クの推進

１　放課後児童育成施策の推進
９４,５２４人
１９,８４６人

９８,６７３人
２４,５１５人

２　プレイパークの設置の推進 推進 １５か所

３　子どもログハウスの活用の促進 推進 推進

４　青少年の地域活動拠点づくり － １８か所

５　「みんなで育てるハマの子ども」推進事業 － 推進

１　思春期啓発（思春期問題連絡会） － 回数４回

２　発達段階に応じた教育の推進 推進 推進

３　思春期電話相談事業の拡充 検討 充実

４　ピアカウンセリングの実施の検討 － 推進

５　学校における性教育の適正な取組の推進 推進 推進

６　思春期啓発（講座・シンポジウムの開催） 実施 参加者数2,000人

７　家庭における性教育のための教材の発行 － 実施

８　ホームページによる相談、情報の提供 － 実施

９　ひきこもり状態にある青少年の社会参加促進
－
－

推進
３か所

１　若年無業者の職業的自立に向けた支援
－
－

10,400人
13,500人

２　企業との連携によるキャリア教育の推進（再掲） 推進 推進

３　ひきこもり状態にある青少年の社会参加促進
－
－

推進
３か所

４　青少年の地域活動拠点づくり － 18か所

１　子育てに関する学習機会の充実 検討 推進

２　家庭・地域における男女共同参画の推進 推進 推進

３　家庭の日の普及啓発 － 推進

１　企業による従業員のための子育て支援の推進 －
横浜モデルの普
及・拡大

２　企業との連携によるキャリア教育の推進（再掲） 推進 推進

３　企業の子育て貢献活動のための懇談会 － 実施

⑪

⑫

②－３と同じ

⑧

⑨

⑦

⑩

横浜市放課後児童育成施策登録者数
小学１～３年生の留守家庭児童数

ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ利用者
ﾕｰｽﾌﾟﾗｻﾞ利用者

相談ｾﾝﾀｰ機能強
化

相談ｾﾝﾀｰ機能強
化
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個別
目標 事　業　名

平成１６年度末の
状況

平成２１年度末の
状況

横浜市次世代育成支援行動計画(統合後)の目標水準一覧表

１　情報提供の充実 推進 推進

２　だれにもやさしい福祉のまちづくりの推進 推進 推進

３　ヨコハマ・りぶいん事業、公営住宅供給事業、
　　安全・安心住宅相談事業の推進

推進 推進

４　幼児交通安全教育訪問指導事業の推進 訪問指導　１５０園 推進

５　はまっ子交通あんぜん教室 年３６回 年１２０回

６　スクールゾーン対策 推進 推進

７　交通バリアフリー化推進調査 実施　２地区 推進

８　子どもを大切にするコミュニティづくりに向けた啓発 検討 充実

１　小児救急医療体制の確保・拡充 推進 推進

２　市民への医療情報の提供 推進 推進

３　身近な場所での小児救急看護講座の開催 推進 推進

４　ボランティア等との連携による支援策の拡充 推進 －

５　かかりつけ医の普及・促進 推進 推進

６　乳幼児健康診査の内容の充実 推進 推進

７　結核医療・健康管理事業 推進 －

８　集団予防接種事業 推進 推進

９  不妊相談事業 検討 推進

10　女性の健康相談事業の充実 推進 推進

１　プレネイタル・ビジット（出産前小児保健指導）の検討 － 実施

２　医療機関からの診療情報提供の仕組みの確立 検討 推進

３　産後支援ヘルパーの派遣 実施 推進

４　育児支援家庭訪問事業の実施 検討 推進

５　乳幼児健康診査の内容の充実

６　家庭への支援体制の充実

１　幼稚園・保育所に入園している障害のある子どもに対す
    る支援

巡回訪問
800回　延1,200人

拡充

２　放課後児童育成施策における居場所の確保 実施 推進

３　障害児の居場所づくり ２か所 １７か所

４　学齢障害児余暇支援事業 実施 １８か所で実施

５　盲･ろう･養護学校における余暇活動支援の充実 推進 推進

６　障害児の通学・校内生活・校外学習における支援
　　の充実

推進 推進

７　各区独自の取組の強化

１　学習障害（ＬＤ）や注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、
    高機能自閉症等の子どもへの支援策の検討

－ 充実

２　関係機関への研修の充実と相談事業の実施 － 充実

３　市民への啓発の推進 検討 推進

４　学齢期の学習障害（ＬＤ）や注意欠陥／多動性障害（ＡＤ
    ＨＤ）、高機能自閉症等の子どもへの教育的支援

検討 推進

⑬

⑭

⑮

⑯

⑬－６と同じ

③－１と同じ

各区で特性に応じて実施

⑰
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語　句 　説　　明

育児支援センター園、
地域子育て支援センター

　育児相談、子育ての情報提供、育児講座、交流の場の提供などの機能
を持ち、子育て家庭へ支援する施設の一つをいう。なお、横浜市の場合
は、１区に１か所、市立保育園に子育て支援の機能を持たせ取り組んで
いる。

ＮＰＯ法人
特定非営利活動法人のこと。特定非営利活動を主たる目的とし、宗

教、政治等を目的としない団体で、「特定非営利活動推進法」の定める
ところにより設立された法人。（特定非営利活動促進法第２条より）

親子サロン
　地区センターや地域ケアプラザ等を利用し、市民活動団体等が取り組
んでいる「乳幼児を持つ親子が自由に集える場」のこと。

学習障害（ＬＤ）

学齢期において学力に関する言語の基本的技能が正常に習得されない
状態。学習障害の特徴として知的発達の全般的な遅れはなく、聞く、話
す、読む、書く、計算する、推論するなど特定の能力の習得ないし使用
に困難を示す。ＬＤは、learning disabilityの略。（医学書院 医学大辞
典：医学書院）

高機能自閉症

自閉症の症状としては、(１)相互的な社会関係における質的異常とし
て、視線・表情・姿勢・身振りなどを適切に使用できないなどがみられ
る。 (２)コミュニケーションにおける質的異常として、話し言葉の発達
遅延または全体的欠如などが認められる。 (３)行動や興味および活動パ
ターンが制限され、反動的・常同的である。（医学書院 医学大辞典：
医学書院）

高機能自閉症とは、自閉症でかつ高機能（ＩＱが７０以上）の症例を
指す。アスペルガー症候群（アスペルガー障害）とは区別して古典的自
閉症でかつ高機能である場合に用いることも、アスペルガー症候群を含
んで用いることもある。（「高機能自閉症・アスペルガー症候群入門」
内山登起夫・水野薫・吉田友子著より）

合計特殊出生率

　出生力を示す代表的な指標の一つで、１５歳から４９歳の全女性の年
齢ごとの出生率の加重平均値を意味する。わかりやすくいえば、１人の
女性が一生の間に生む子どもの数の年度平均値。長期的に見れば２．１
以上なければ人口は減少するため、人口再生産の重要な指標となる。
（社会福祉辞典：大月書店）

こころの健康相談センター

　精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための専門機関と
して、横浜市には、平成１４年４月に「こころの健康相談センター」が
設置された。同センターでは、家庭、職場などでの人間関係やストレス
による様々な悩みや不安、また精神疾患や福祉制度などについて、夜
間・休日に電話相談を行っている。（衛生局ホームページより）

次世代育成支援対策推進法

　急速な少子化の進行等の状況のもとで、次世代育成支援対策に関し基
本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指
針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等を定めることによ
り、次世代育成支援対策を迅速にかつ重点的に推進し、次代の社会を担
う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資すること
を目的とする法律。（次世代育成支援対策推進法第１条より）

初期救急医療（施設）

わが国の救急医療体制の整備の中で二次、三次救急医療施設とともに
設定されているものである。一次救急医療施設とは、入院を必要としな
い程度の軽症の救急患者に対する初期医療を、主に外来診療によって担
う医療施設を指す。二次救急医療施設とは、一次救急医療施設から搬送
される患者等、主として入院診療もしくは特殊検査・治療の必要な救急
患者の診療にあたる施設をいう。三次救急医療施設とは、地域の一次、
二次救急医療施設との協力において重篤救急患者の医療を２４時間体制
で確保する目的で設置されている。「救命救急センター」と同義語。
（医学書院　医学大辞典：医学書院）

用　　　語　　　説　　　明
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語　句 　説　　明

用　　　語　　　説　　　明

ソーシャル・スキル・ト
レーニング

　高機能自閉症の子どもたちに対し、毎日の生活の中で出会うさまざま
な状況や突発的に起こる問題場面で、自分がどう行動すればいいのかを
きちんと身につけさせたり、あるいはすでにレパートリーとしてもって
いる特定のスキルをどういうときに使えばよいか、についての意図的な
学習のこと。（「高機能自閉症・アスペルガー症候群入門」内山登起
夫・水野薫・吉田友子著より）

待機児童

　入所の申込がその保育所の受け入れ可能数を超えていて、入所を待っ
ている児童をいう。ただし、(１)横浜保育室などの地方単独事業を利用し
ながら待機している児童　(２)他に入所可能な保育所があるにもかかわら
ず待機している児童は含まない。

地域ケアプラザ

　市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるよ
うに、地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉
サービス、保健サービス等を身近な場所で総合的に提供するために設置
された施設。 （横浜市地域ケアプラザ条例第１条より）

注意欠陥／多動性障害
（ＡＤＨＤ）

　不注意と多動性、衝動性の一方あるいは両方が７歳以前から学校およ
び家庭で同年齢の小児と比較して多くみられ、年齢相当の学業成績や対
人関係を保てないものである。ＡＤＨＤは、attention-deficit/
hyperactivity disorderの略。（医学書院　医学大辞典：医学書院）

ドメステイックバイオレン
ス

　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む）からの身体に関する不法な攻撃であって生命又は身体に
影響を及ぼすものをいう。（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
に関する法律第１条より）

トワイライトステイ
　児童の保護者が仕事等の社会的事由により，帰宅が夜間にわたる場
合，児童福祉施設において夕方から夜間にかけて一時的に児童の養育を
行う制度。（横浜市子育て短期支援事業実施要綱　第３条より）

パターナリズム

  相手に対する温情や配慮を通して自らの意志を強制しようとする関係お
よび行動様式。元来は、親が子どもを養育・保護しつつ管理・統制する
ことを意味したが、そこから、力のある者が力のない者に対して恩恵を
施すことによって生じる特有の関係を基礎に何らかの強制を加える意味
に転じて、国家・企業とその成員やさまざまな社会関係における同様の
関係や行動様式に対しても一般的に使用されるようになった。（社会福
祉辞典：大月書店）

ピア・カウンセリング

ピアとは「社会的・法的に地位の等しい人、同等・対等者、同僚」の
ことであり、同じ課題や問題、不安を共有している当事者自身がカウン
セラーとなって、同じような立場や状況にある人に対して相談援助活動
を行うことをいう。その内容は、社会生活を営む際に必要とされる心構
えや、生活能力の取得に関しての相談やアドバイス、生活指導などであ
る。（社会福祉辞典：大月書店）

プレイパーク

冒険遊び場とも呼ばれている。地域の皆さんが主体となり、自己責任に
よる「自由な遊び」を実現する、公園・緑地を舞台にした市民活動。子
どもの健全な育成のほか、子どもを通じた地域のコミュニケーションや
公園の利用の活性化を促す活動としての効果も大きく、趣旨に賛同する
個人や団体が広く公平に利用することができる。横浜市では現在５つの
公園や緑地で活発な活動が行われており、その他の公園でもプレイパー
クの開催に向けた取り組みが行われている。（緑政局ホームページよ
り）

プレイリーダー
　プレイパークにおいて子どもの遊びを見守りながら、遊びをデザイン
する人材。（緑政局ホームページより）

プレネイタル・ビッジト
（出産前小児保健指導）

　妊娠後期の妊婦とその家族を対象に、小児科医による育児に関する保
健指導を個別に受ける機会を提供することにより、育児不安を解消し、
また、生まれてくる子のかかりつけ医師を確保することを目的としたも
の。（医学書院　医学大辞典：医学書院）

メーリングリスト

　特定グループをメールサーバに登録することにより、メールの同時配
信や、グループ内でメールを送受信できるようになるリスト。グループ
によって、定期的に全会員にメールの配信を行ったり、グループ内部の
情報交換として使用するのに便利である。

90



語　句 　説　　明

用　　　語　　　説　　　明

要保護児童
　保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認め
られる児童のこと。（児童福祉法第６条の３）

横浜保育室
　児童福祉法第35条第４項による認可を受けていない横浜市内の保育施
設のうち、横浜保育室事業実施要綱で定める要件を満たし、横浜市が認
定した施設のこと。

ヨコハマ・りぶいん事業

　「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成5年7月30日施
行）」に基づき，民間土地所有者等が建設する住宅を活用して供給され
る中堅所得者向けの優良な公的賃貸住宅のこと。横浜市では，「ヨコハ
マ・りぶいん」という愛称で親しまれている。「特定優良賃貸住宅」の
供給計画の認定を受けて，住宅の建設費の助成を行うとともに，入居者
の居住の安定を図るために家賃助成を行っている。（建築局ホームペー
ジより）
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