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親とこどもが健康で、子育てに喜びを感じることができる社会を目指して親とこどもが健康で、子育てに喜びを感じることができる社会を目指して親とこどもが健康で、子育てに喜びを感じることができる社会を目指して親とこどもが健康で、子育てに喜びを感じることができる社会を目指して    

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

地域子育て支援拠点事業 21市町村　38か所 22市町村　45か所※２

一時預かり事業（第２種社会福祉事業の届出） 12市町　24か所 17市町　35か所※２

あったかふれあいセンター 22市町村  28か所 34市町村　44か所※３

認定こども園での子育て支援事業 ６か所 20か所※４

子育て家庭応援の店協賛事業所 394事業所※１ 600事業所※５

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

延長保育（開所時間が11時間を超える認可保育所） 13市町村　89か所 16市町村　117か所※１

乳児保育 27市町村 全市町村

休日保育 １市　１か所 ４市　８か所※１

病児・病後児保育 ５市村　７か所 10市町村　13か所※１

認定こども園 ６か所 20か所※２

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

若者サポートステーションにおける要支援者の自立
（就学、就労）率

30% 60%※

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

高知県次世代育成支援認証企業 44社 80社

目標事業量一覧 

 

 

 

■地域における子育ての支援  

●地域における子育て支援サービスの充実 

 

 

 

 

 

 
 

※１：平成22年3月1日現在 

※２：市町村計画の積み上げ数字 

※３：平成22年度の目標値 

※４：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

※５：平成 23 年度の目標値 

 

●保育サービスの充実 

 

 

 

 

 

※１：市町村計画の積み上げ数字 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

■職業生活と家庭生活との両立の推進等 

●次代の親の育成 

 

 

※：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

●仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 
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項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

乳児死亡率（出生千対） 3.6※１ 全国水準

新生児死亡率（出生千対） 1.7※１ 〃

周産期死亡率（出産千対） 4.5※２ 〃

死産率（出産千対） 32.9※２ 〃

１歳６か月健診の受診率 81.4%※３ 90%

３歳児健診の受診率 78.4%※３ 90%

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

10代の人工妊娠中絶実施率（15歳以上20歳未満の女子
総人口千対）

10.8※ 全国水準以下

15歳未満の人工妊娠中絶件数 １件※ ０件

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

食育推進計画策定市町村数 8市町※１ 20市町村※２

食に関する指導の年間（全体）計画を作成している学
校の割合

58.2% 100%※２

朝食を必ず食べる児童生徒の割合

　　小学生 88.6% 95%以上※２

　　中学生 80.0% 90%以上※２

　　高校生 75.7% 85%以上※２

●仕事と子育ての両立のための基盤整備 

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

延長保育（開所時間が11時間を超える認可保育所） 13市町村　89か所 16市町村　117か所※２

乳児保育 27市町村 全市町村

休日保育 １市　１か所 ４市　８か所※２

病児・病後児保育 ５市村　７か所 10市町村　13か所※２

一時預かり事業（第2種社会福祉事業の届出） 12市町　24か所 17市町　35か所※２

認定こども園 ６か所 20か所※３

放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施校率（小
学校）

71.3%※1 100%※３

 

※１：平成 21 年 11 月現在 

※２：市町村計画の積み上げ数字 

※３：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

■母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

●こどもや母親の健康の確保 

 

 

 

 

 

 

※１：平成 20 年数値（出生千対） 

参考：全国水準 乳児死亡率 2.6、新生児死亡率 1.2 

※２：平成 20 年度数値（出産千対） 

参考：全国水準 周産期死亡率 4.3、死産率 25.2 

※３：平成 20 年度数値 

 

●「食育」の推進 

 

 

 

 

 

 

※１：平成 21 年度見込 

※２：「高知県食育推進計画」による平成 23 年度の目標値 

●思春期保健対策の充実 

 

 

 

※：平成 20 年度数値 
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すべてのこどもが次代の担い手として活躍できる力をすべてのこどもが次代の担い手として活躍できる力をすべてのこどもが次代の担い手として活躍できる力をすべてのこどもが次代の担い手として活躍できる力を    

育むことのできる社会を目指して育むことのできる社会を目指して育むことのできる社会を目指して育むことのできる社会を目指して    

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

保育所と幼稚園の行政窓口を一本化した市町村数 12市町村 19市町村※

公開保育実施園 30% 50%※

認定こども園 ６か所 20か所※

保幼小連携推進地域 ３地域 ９地域※

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

中学生の学力の定着
　全国学力・学習状況調査における平均正答率

　　国語Ａ（知識）
全国平均の-2.8ポイント

(全国45位)
全国の平均正答率※４

　　国語Ｂ（活用）
　　〃　　-4.7ポイント

（全国45位）
〃

　　数学Ａ（知識）
　　〃　　-6.2ポイント

（全国46位）
〃

　　数学Ｂ（活用）
　　〃　　-7.2ポイント

（全国46位）
〃

中学生の家庭学習の状況

　　勉強時間が３０分未満の生徒 21.1% 18.0%※４

　　家で宿題を全くしていない生徒 5.6% 5.0%※４

高等学校の学力の定着

　　国公立大学合格者数の増加 410人※１ 600人※４

　　中途退学率の減少 2.2%　(全国2.0%）※２ 全国水準※４

　　就職内定率の向上 89.4%※３ 95%※４

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

キャリア教育全体計画の作成率

　　小学校 38%※１ 100%※２

　　中学校 55%※１ 100%※２

道徳授業の公開率（全学級・一部学級公開、予定含
む）

　　小学校 96.5% 100%※２

　　中学校 82.9% 100%※２

市町村の「子どもの読書活動推進計画」の策定 17.6% 100%※２

学校外の読書時間の10分未満の割合

　　小学生 40% 20%※２

　　中学生 49.5% 25%※２

若者サポートステーションにおける要支援者の自立
（就学、就労）率

30% 60%※２

 

 

 

■こどもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

●こどもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境等の整備 

◇幼児教育の充実 

 

 

 

 

※：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

◇基礎学力の定着と学力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：H21.3 卒業生 

※２：H20 年度(公私立、全定) 

※３：H21.3 卒(公立全日、定時制) 

※４：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

◇豊かな心の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：平成 20 年度実績 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 
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項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

教科ミドルリーダーの育成 76名 350名

公立学校施設等の耐震化

　　県立学校の耐震化率 57.9% 85%

　　公立小中学校の耐震化率 54.7% 85%

　　保育所、幼稚園の耐震化率 56.7% 90%

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

特別支援教育に関する研修受講率

　　小学校 75.0%※１ 90%※２

　　中学校 59.8%※１ 90%※２

　　高等学校 71.6%※１ 90%※２

小中学校等における特別支援教育の充実

　個別の指導計画作成率

　　　小学校 72.8%※１ 100%※２

　　　中学校 66.1%※１ 100%※２

特別支援学校による特別支援学級への支援（派遣）

　　　小中学校 25.2%※１ 70%※２

特別支援学校における免許保有率 55.4%※１ 70%

特別支援学校の就職希望者の就職率 80%※１ 100%

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

児童生徒の体力の向上
全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合

計点

　　小学校男子
全国平均の-0.96ポイント

(全国40位)
全国平均値※

　　小学校女子
全国平均の-1.24ポイント

（全国38位）
全国平均値※

　　中学校男子
全国平均の-2.22ポイント

（全国42位）
全国平均値※

　　中学校女子
全国平均の-2.31ポイント

(全国40位）
全国平均値※

◇健やかな体の育成 

 

 

 

 

 

 

 

※：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

◇信頼される学校づくり 

 

 

 

 

 

 

 

◇特別支援教育の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：平成 20 年度数値 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 
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項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

親育ちの支援

　　保護者への直接支援 40回 100回※１

　　保育者への研修 30回 50回※１

子育て支援アドバイザーの派遣 ８市町村 全市町村※１

朝食を必ず食べる児童生徒の割合

　　小学生 88.6% 95%以上※２

　　中学生 80.0% 90%以上※２

　　高校生 75.7% 85%以上※２

就寝11時以降の児童の割合

　　小学生 22% 10%以下※１

　　中学生 63% 50%以下※１

睡眠時間６時間以下の児童の割合

　　小学生 2.6% 0%※１

　　中学生 8.0% 0%※１

高知県高等学校等奨学金貸与者数 1,654人 1,854人

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

要保護児童対策地域協議会の実務者会議の定期的な開
催

25市町村 全ての市町村※２

小・中・高等学校・特別支援学校での児童虐待に関す
る校内研修会の実施率

100%※１ 100%

小・中・高等学校・特別支援学校での児童虐待対応組
織の設置率

100%※１ 100%

スクールソーシャールワーカーの配置 18市町村 希望する全ての市町村

スクールカウンセラー等の配置

　　小学校 30校 希望する全ての学校

　　中学校 75校 〃

　　高等学校 27校 〃

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

学校支援地域本部の設置 18市町村 全市町村※２

放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施校率（小
学校）

71.3%※１ 100%※２

総合型地域スポーツクラブの設立（又は準備中）市町
村数

22市町 全市町村※２

●家庭や地域の教育力の向上 

◇家庭教育への支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

※２：「高知県食育推進計画」による平成 23 年度の目標値 

◇地域の教育力の向上 

 

 

 

 

※１：平成 21 年 11 月現在 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

■要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

●児童虐待防止対策の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：平成 21 年度見込 

※２：平成 23 年度目標 

 

 

 

 



■目標事業量一覧■ 
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地域社会が一体となり、ともに支え合うことのできる社会を目指して地域社会が一体となり、ともに支え合うことのできる社会を目指して地域社会が一体となり、ともに支え合うことのできる社会を目指して地域社会が一体となり、ともに支え合うことのできる社会を目指して    

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

ファミリーホーム ０か所 ２か所

小規模グループケア ６か所 11か所

地域小規模児童養護施設 １か所 ２か所

児童家庭支援センター ３か所 ３か所

専門里親登録世帯数 １世帯 ２世帯

養育里親登録世帯数 32世帯 42世帯

児童養護施設の耐震化 ４施設 ８施設※

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

チェックリストを活用した発達障害の早期発見・早期
療育に取り組む市町村

２市 全市町村

特別支援教育地域コーディネーターの配置 ３名 ５名※２

県立療育福祉センターや各福祉保健所などの関係機関
の巡回相談への参加

125名※１ 250名※２

特別支援学校の就職希望者の就職率 80%※１ 100%※２

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

放課後児童クラブや放課後子ども教室の実施校率（小
学校）

71.3%※１ 100%※２

項　　　　　目 平成21年度 平成26年度

スクールガード小学校組織率 77.9%※１ 100%※３

あんしんFメール登録者数 7,969人※２ 12,000人※４

●社会的養護体制の充実 

 

 

 

 

 

 

※：平成 23 年度目標 

●障害児施策の充実 

 

 

 

 

 

※１：平成 20 年度実績 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

 

 

■こどもの健全育成の推進 

●児童の健全育成 

 

 

※１：平成 21 年 11 月現在 

※２：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

 

■こども等の安全の確保 

●こどもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 

 
 

※１：平成 21 年 9月現在 

※２：平成 21 年 12 月 31 日現在 

※３：「高知県教育振興基本計画」による平成 25 年度の目標値 

※４：「高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画」による平成 23 年 9 月末目標値 


