
資料２

さいたま市子ども・子育て支援事業計画

「さいたま子ども・青少年のびのび希望
ゆ め

プラン」

（平成２７年度）
【 そ の 他 事 業 】
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4 認定こども園の普及

　幼稚園が多い本市の特徴に鑑み、既
存幼稚園による幼保連携型認定こども
園への移行を中心に、幼稚園型認定こ
ども園も含めた、既存幼稚園の受け入
れ枠を活用しつつ保育の受け皿を拡大
していく方向で認定こども園の普及を図
ります。

A

　既存幼稚園から認定こども園への移行や定員変更
等の定員増に伴う施設整備への補助及び支援を実施
した結果、平成27年4月時点での認定こども園は、4施
設、2号・3号認定の定員234人となり、普及が進んでい
ることから、Ａ評価としました。
　また、平成28年4月時点の定員を増加させるため、既
存幼稚園から認定こども園への移行等の施設整備へ
の補助及び支援を実施しました。

　「しあわせ倍増プラン２０１３」に掲げる目標である平
成29年4月の保育所等利用待機児童の解消を達成す
るため、保育需要の多い地域を中心に受け皿となる保
育施設の整備を積極的に進める必要があることから、
既存幼稚園から認定こども園への移行等の施設整備
を促進します。

　平成29年4月の保育所等利用待機児童の解消を達
成するため、既存幼稚園から認定こども園への移行等
の施設整備への補助及び支援を行う予定です。

エ
のびのび安心
子育て課

5 保幼小連携推進事業

　さいたま市幼児教育推進のための有
識者会議の専門部会として、市内の幼
稚園・保育所等と小学校の関係職員に
よる保幼小連携推進実務担当者会を
設置し、有識者会議から示された事柄
等について、現状や課題、具体的な解
決策等を明らかにし、幼稚園・保育所等
と小学校との連携を一層推進します。

A

　子ども一人ひとりが実りある幸せな学校生活を円滑
にスタートできるよう、「保幼小連携プログラム」、「アプ
ローチカリキュラム」を作成し、関係機関に配布・周知
できたことから、Ａ評価としました。

　保幼小連携推進の施策の反映や現場のニーズを加
味して資料を作成し、私立幼稚園協会、私立保育園協
会を通して更なる周知を図ります。

　平成28年度から平成29年度にかけて、保幼小連携
の実践事例を検討し、保幼小連携推進資料作成しま
す。

ウ 幼児政策課

6 公開保育研究推進事業

　幼稚園や保育所等で公開保育研究会
を開催し、互いの保育を参観し合い、幼
稚園・保育所等と小学校の交流を深め
ることにより、相互理解と資質の向上を
図ります。

A

　　保育者の資質の向上と保育の充実を図るため、幼
稚園・保育所等が保育実践を他園の保育者に公開し
たところ、保育内容についての協議を通じて、参加者が
自身の保育を見直す契機とすることができたため、Ａ評
価としました。

　研修会は、各会場10人～15人の参加となることから、
より多くの参加者に対応するためにも、公開保育の実
施園を増やす必要があります。
　私立幼稚園協会、私立保育園協会等を通じて、公開
保育の実施と保育者の研修会への参加促進を働きか
けてまいります。

　保育者の資質の向上と保育の充実を図るため、幼稚
園・保育所等が保育実践を保育者に公開し、協議する
公開保育研修会を市内全区で実施します。

ウ 幼児政策課

7
保育者小学校等体験研
修事業

　幼稚園・保育所等の保育者が、小学
校や特別支援学校の授業を参観・体験
し、小学校等の教員との交流を深める
ことにより、相互理解と資質向上を図り
ます。 B

　公立保育園のほぼ全園の保育者が、2日間、小学校
で児童の教育・支援を体験しました。
　その他、私立幼稚園、保育園の保育者の参加促進に
努めたことからＢ評価としました。

　H25年度は、公立保育園の保育士を対象に試行実施
し、H26年度から私立幼稚園、公私立保育所の保育者
を対象に本格的に実施しました。
　公立保育園と比べ、私立の幼稚園、保育園の参加が
やや少ないことから、私立幼稚園協会、私立保育園協
会等を通じて、参加促進を図ります。

  幼稚園・保育所等の保育者が小学校や特別支援学
校の教育活動に体験的に参加できる機会を設定し、相
互理解と資質向上を図ります。

ウ 幼児政策課

8
幼稚園・保育所等と小
学校の連携

　小学校教諭が、保育所保育士や幼稚
園教諭と情報交換や保育参観をするこ
とにより、保育所・幼稚園の教育内容に
ついて理解を深め、幼児教育と小学校
教育との円滑な接続を図ります。

A

　さいたま市立小学校教諭が保育所保育士や幼稚園
教諭と情報交換をしたり、保育参観をしたりして、保育
所・幼稚園の教育内容について理解を深め、幼児教育
と小学校教育との円滑な接続を図ることができました。
　H27実績　215名　（うち、5年経験者研修「幼児・保
育・療育体験」参加　172名）

　夏季休業中の実施のため、私立幼稚園協会、私立保
育園協会等を通じて、協力していただく園がさらに増え
るよう連携を図ります。

  幼稚園・保育所等との相互理解と資質向上を図りま
す。

ウ 指導１課

22
多様な事業者の能力を
活用した施設の設置・
運営

　「待機児童解消加速化プラン」に基づ
く保育の受け皿の確保や、住民ニーズ
に沿った多様なサービスの提供を進め
ていく中で、多様な事業者（株式会社、
NPO法人など）の能力を活用した施設
の設置や運営を促進します。

A

　平成28年4月開設に向けて協議等を行った保育施設
35か所（認可保育所、認定こども園、小規模保育事
業、事業所内保育事業の合計施設数）の運営主体は、
社会福祉法人が14か所、株式会社が10か所、有限会
社が4か所、学校法人が2か所、NPO法人と宗教法人
が各1か所（他、個人が3か所）となり、社会福祉法人以
外の法人の参入が進んでいるため、Ａ評価としました。

　平成29年4月の保育所等利用待機児童の解消を達
成するため、保育の質を確保しながら、認可保育所等
の整備による児童の受入枠の量の拡大を図る必要が
あることから、多様な事業者の能力を活用した施設整
備を促進します。

　平成29年4月の保育所等利用待機児童の解消を達
成するため、多様な事業者の能力を活用した施設整備
に取り組む予定です。

ウ
のびのび安心
子育て課

23
（仮称）さいたま市子ど
も総合センター整備事
業

　子ども・家庭をとりまく課題に総合的
に取り組み、子ども・家庭、地域の子育
て機能を総合的に支援する、さいたま
市らしさを生かした中核施設として、(仮
称)さいたま市子ども総合センターを整
備するため、平成27年度から建設工事
を行い、平成29年度中の施設開設を目
指します。

A

　（仮称）さいたま市子ども総合センターの整備につい
て、実施設計を作成し、建設工事に着手したため、Ａ評
価としました。

　施設開設後の運営や専門相談機関の連携を円滑に
行うため、どのような組織体制がふさわしいのか検討
を行う必要があります。
　（仮称）さいたま市子ども総合センター開設準備委員
会を定期的に開催し、組織全体の情報共有や計画の
確認を行ってまいります。

　引き続き建設工事を行うとともに、施設開設に伴う管
理・運営の検討や、必要な備品の精査等、開設準備を
実施します。

ウ
子ども総合セ
ンター開設準
備室

1
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26
保育コーディネーター事
業

　保護者や保育施設に対する相談支援
や、行政と保育施設または保育施設相
互の連携強化のため、各区役所支援課
に公立保育園の園長経験者からなる保
育コーディネーターを配置し、地域にお
ける保育施設の質の向上を図ります。

B

　平成27年度においては、新たに北区、緑区、岩槻区
の3区にコーディネーターの配置を行いましたが、8区で
の実施のため、B評価としました。

　市内保育施設における保育内容や安全面等、保育
環境の向上のため、各施設への助言等を行っていま
すが、より効果的、専門的な助言等が行えるよう、各区
コーディネーター間での情報共有等を行っていく必要
があります。

　全10区にコーディネーターの配置を行います。

ウ 保育課

28 出産前教室事業

　初産の妊婦とその夫等を対象に、母
体の健康の保持・増進、育児知識の習
得、妊娠中の交流の場の提供など、妊
娠・出産・育児に関する情報を提供し、
協力して育児に取り組むことができるよ
う、講義や実習を行います。

A

　出産前教室は、各区において初妊婦の数、出生数、
若年妊婦や高齢出産であるかどうか、医療機関での母
親学級等の実施内容状況をもとに開催回数や内容を
検討して実施しています。事業後のアンケートでは「理
解できた」「役に立った」と回答を得られました。
　成果10区　208回、実 5,020人、延 5,598人参加

　市報や事業案内などで周知を図っていますが、申込
者が定員に満たなかったり、反対に定員を上回り、参
加をお断りしたりすることもあるため、受講希望のある
妊婦が受講できるよう事業計画を検討します。

　H28年度においては、10区200回、定員数は延4,062
人で実施します。

ウ
地域保健支援

課

31 乳幼児健康診査事業

　乳幼児の育児支援及び疾病等の早
期発見のため、各種健康診査を実施し
ます。また、乳幼児健康診査後の保健
指導や、未受診フォローを行います。

（乳健）A
（歯科）A

　各種乳幼児健康診査の中で比較的受診率の低い3
歳児健康診査及び3歳児歯科健康診査については健
康診査期間終了2か月前の時点で未受診児に対して、
再度個別に受診勧奨はがきを送付し、受診率向上に
つなげることができました。
　受診期間を過ぎて未受診であった児のフォロー（いわ
ゆる未受診フォロー）については、アンケート送付や、
訪問・電話などで状況を確認しています。訪問等で状
況を確認しても居住実態が把握できない児について
は、虐待のリスクも含めて検討するなどフォロー体制の
充実を図りました。

　乳幼児健康診査は、3歳児健康診査が受診率に伸び
は見られているものの、他の健康診査に比べると、い
まだ低い状況にあります。今後も個別の勧奨はがき送
付や啓発を行い、受診を促していく予定です。
　未受診フォローについては、虐待のリスクを検討する
とともに、各関係機関と連携を図りながら支援をしてい
きます。

　受診率のさらなる向上にむけて、引き続き受診勧奨
及び周知に努めます。
　1歳6か月児歯科健康診査について、平成28年度から
健康診査期間終了前の未受診児に対して勧奨はがき
を送付します。

ウ
地域保健支援

課

32 育児相談事業

　子どもの発育・発達を促し、保護者の
不安の軽減を図るため、適切な保健指
導を行います。

A

　10区で390回開催し17,796人参加の育児相談の開催
ができました。

　区によっては1回あたり100組以上の参加があり、待
ち時間が長い等の課題があります。今後については引
き続き利用者のニーズに沿った開催ができるよう、検
討していきます。

　平成28年度も利用者のニーズに応じ、育児相談で支
援を実施します。

ウ
地域保健支援

課

33
子育て支援医療費助成
事業

　少子化問題への対策及び子育て家庭
の経済的負担の軽減という観点から、
乳幼児・児童の健やかな育成を図り、
次代を担う子どもたちを安心して生み育
てることのできる環境づくりの推進に資
するため、乳幼児・児童にかかる健康
保険各法に規定する保険診療一部負
担金を助成します。

A

　0歳から中学校卒業前までの乳幼児・児童に対し、医
療費の一部負担金等の助成を行います。併せて登録
申請漏れがないよう、機会を捉えて制度案内を実施
し、対象者の98.5%の方の受給資格登録をすることがで
きました。

　年々、一人あたりの医療費が増大していることから、
医療費の増加を抑制することが課題といえます。
　解決策としましては、市民に対して適正受診の啓発を
していきます。

　0歳から中学校卒業前までの乳幼児・児童に対し、医
療費の一部負担金等の助成を行います。併せて登録
申請漏れがないよう、機会を捉えて制度案内を実施し
ます。

ウ 年金医療課

34
さいたま子育てＷＥＢ事
業

　子育てに関する情報を一元的に把握
し、発信していく体制作りを行うことを目
的として、子育てに関する制度をはじ
め、地域活動情報、育児サークル、イベ
ントなどの様々な情報の提供や、メール
による育児相談、市民からの書き込み
掲示板などの利用者参加型のメニュー
を組み込んだＷｅｂサイトを構築、運営
します。

B

　子育てに関する情報や制度をはじめ地域活動情報な
どを発信し、子育て支援情報、メールによる育児相談、
イベント掲示板により、利用者参加型のページも設け
ております。
　アクセス件数が311,712件だったため、評価をBとしま
した。

　数あるホームページから選んでいただくためには、認
知度を上げ、また情報を詰め込みすぎず、見やすい
ページの運営が必要であると考えます。
　市民に積極的に利用していただけるよう、市報や子
育て応援ブック、保育施設利用の手引きへの掲載等に
より認知度向上に努めます。

　子育ての環境がより良くなるよう、子育て情報局で訪
れた民間施設の名称や所在地などを掲載していくこと
で、地域の子育て支援の一層の推進を図ります。
　また、引き続き、利用者ニーズの高い保育園の空き
情報の提供などを行っていきます。

ウ
子育て支援政
策課

35
子育て支援ネットワーク
事業

　様々な情報や支援策を保護者や子ど
もたちが効果的・効率的に活用できる
環境整備、家庭や地域における育児力
の向上とよりよい子育て・子育ち環境の
整備を進めるため、子育て支援ネット
ワーク会議を開催します。 B

・市の子育て支援ネットワークについては、関係機関を
集め、年1回の開催を行いました。
・区の子育て支援ネットワークについて、未設置区の設
置に向けた取組として、各区子育てマップのリニューア
ルに係る打ち合わせと連動して、設置を促し、10区のう
ち8区について、設置しました。

・市の子育て支援ネットワーク会議については、主に情
報交換の場として年1回開催されていますが、より有用
な会議体となるよう検討をすすめていきます。
・区の子育て支援ネットワークについて、未設置区への
設置に向けた取組として、区子育てマップの年度更新
に合わせて会議を開催したり、地域の特性を生かした
ネットワークの仕組みを構築するなどの働きかけを行
います。

・市の子育て支援ネットワークについては、引き続き年
1回以上の開催を行います。
・区の子育て支援ネットワークについて、未設置の区に
対しては、引き続き、設置に向けた働きかけを行い、既
に設置されている区については、継続実施されるよう
働きかけを行います。 エ

子育て支援政
策課

2
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36 子育て応援ブック

　市内の子育てに関する情報を一元的
に把握し、発信していく体制作りを行う
ことを目的として、市内の官民の子育て
支援情報を集約し掲載した「子育て応
援ブック」を発行します。また、「子育て
応援ブック」から抜粋した子育て情報な
どを盛り込んだ「子育て応援ブック外国
語版」を作成します。

A

　子育て中の方やこれから子育てをする方を対象に前
年度同様50,000冊を発行、各市内公共施設で配布をし
たため、評価を「A」としました。

　子育て中およびこれから子育てをする方のために、
官民協働発行によってコスト削減を行いながら、今後も
円滑に発行していくことが求められています。

　引き続き子育てに関する各種制度や施設情報をより
わかりやすくまとめ、情報を必要とするすべての方に子
育て支援に関する情報を届けることにより、地域の子
育て支援の推進を図ります。
　また安定した発行のため　業者の選定、広告事業者
の確保に努めてまいります。

ウ
子育て支援政
策課

37
子育てきっかけ応援
ブック

　市内の子育てに関する情報を一元的
に把握し、発信していく体制作りを行う
ことを目的として、地域の子育て関連施
設・子育てサークル情報などを取りまと
めた「子育てきっかけ応援ブック」を作
成します。

B

　地域の子育て関連施設や未就学児を対象とした子育
てサークルや保育グループに関する情報を掲載しまし
た。
　過去の実績から30,000冊を発行し、配布したため、評
価を「B」といたしました。

　発行が年1回と限られているため、内容が古くなった
り、変更になった場合は当課にお問い合わせいただく
か、読者ご自身で確認する必要性があります。

　引き続き、各種施設やサークル・団体を掲載・紹介す
ることにより、子育てに不安を持つ方の助けとなる冊子
とすることにより、地域の子育て支援の推進を図りま
す。 ウ

子育て支援政
策課

38 ブックスタート事業

　赤ちゃんと保護者が絵本を通じて楽し
いひと時をもち、親子の絆を深め「心の
通い合う人間関係」を創造する一助とす
るため、各区に1か所設置している単独
型子育て支援センターにおいて、開館
時間中随時、絵本の配布を行います。

A

　対象者に4か月、10か月健康診査のお知らせと一緒
に案内文を送付したり、市報、市ホームページ、さいた
ま子育てWEBでの周知に努めたことで、引換者数が
6,976人となりました。

　事業について、単独型子育て支援センターで実施し
ている旨を引き続き対象家庭に周知する必要がありま
す。

　引き続き　本事業を実施し、単独型子育て支援セン
ターにおいて、開館時間中随時、絵本の配布を行いま
す。

ウ
子育て支援政
策課

39-1
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）推進のため、市民・企業等に対
し、仕事と生活の調和に関する情報・関
係法令等の提供・啓発や、講座の開
催、認証制度の実施、入札制度におけ
る優遇措置等を行います。

A

　市内イベント「働きたいママのフェスタ2016」への協賛
を図りました。
　また、「父子手帖」を市内公共施設で配布し、ワークラ
イフバランスの推進に寄与しました。

　掲載内容の更新を適宜行っていく必要があります。 　15,000部の増刷を予定しており、これを配布すること
で、本事業の推進に寄与していきます。

ウ
子育て支援政
策課

39-2
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）推進のため、市民・企業等に対
し、仕事と生活の調和に関する情報・関
係法令等の提供・啓発や、講座の開
催、認証制度の実施、入札制度におけ
る優遇措置等を行います。

B

・男性カレッジ2015（セカンドキャリアをつくる講座～環
境を知る・自分を知る・道をひらく～）
　平成27年7月25日、8月1日、8日（全4回）　対象：50歳
以上の男性　参加者数：延38名
・幼児を持つ母親のための講座～モヤモヤな私からキ
ラキラな私へ～
　平成27年10月13日、20日、27日、11月10日、17日
（全5回）　対象：女性　参加者数：延62名
・ワーク・ライフ・バランス出前講座（女性も男性もいき
いきと働き、活躍する活力ある職場作り）
　平成27年3月18日　対象：さいたま市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会　参加者数：41名
　参加者アンケートにおいて、ワーク・ライフ・バランス
の必要性を意識したと回答した受講者の割合は90.7％
でした。また、講座内容で対象者も異なり、幅広く意識
啓発が行えましたが、出前講座開催数が1回でしたの
でＢ評価としました。

　出前講座でのアンケート集計によると、職場でのワー
ク・ライフ・バランスを推進するためには、企業全体の
理解や意識改革が必要との意見が多かったことから、
更にワーク・ライフ・バランスについての周知、啓発を
行っていく必要があります。

　出前講座数を増やし、ワーク・ライフ・バランスの推進
を図ります。

ウ
男女共同参画

課

3
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39-3
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）推進のため、市民・企業等に対
し、仕事と生活の調和に関する情報・関
係法令等の提供・啓発や、講座の開
催、認証制度の実施、入札制度におけ
る優遇措置等を行います。

A

　平成27・28年度建設工事競争入札参加資格審査の
等級区分において、市内に本店を有する企業のうち、
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動
計画を策定し、労働局へ提出した企業において、経営
事項審査の総合評定値に発注者別評価点20点を加点
しました。
　入札制度における優遇措置として、総合評価方式で
入札する案件について、次世代育成支援対策推進法
第12条第1項若しくは第4項に基づく一般事業主行動計
画の届出がある入札参加者に対し、評価点に2.0点を
加点しました。
　以上のことから、Ａ評価としました。

　特にありません。 　平成27年度と同様に実施する予定です。

ウ 契約課

39-4
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）推進のため、市民・企業等に対
し、仕事と生活の調和に関する情報・関
係法令等の提供・啓発や、講座の開
催、認証制度の実施、入札制度におけ
る優遇措置等を行います。

A

　CSRチェックリストの公表及び配布を通じて、企業や
CSR関係者に対しワーク・ライフ・バランスにおける意
識啓発を行いました。

　CSRチェックリストの更なる普及が必要なため、当課
主催セミナー等でCSRチェックリストを配布する等、PR
を行います。

　引き続き、CSRチェックリストを通じて、ワーク・ライフ・
バランスにおける意識啓発に取り組みます。

ウ 経済政策課

39-5
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バラン
ス）推進事業

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）推進のため、市民・企業等に対
し、仕事と生活の調和に関する情報・関
係法令等の提供・啓発や、講座の開
催、認証制度の実施、入札制度におけ
る優遇措置等を行います。

A

　よりよい職場環境の構築と勤労者福祉の向上を図る
ため、労働法講座全18回のうち2回で、ワーク・ライフ・
バランス推進に資する以下のテーマについて、取り扱
いました。
　・「労働時間のルール」　　69名受講
　・「休憩と休日／年次有給休暇のルール」　70名受講

　労働に関わる法制度と、各種相談先をまとめた小冊
子「働く人の支援ガイド」を作成し、その中で、育児・介
護休業等の諸制度やハラスメントについて掲載しまし
た。同冊子を公共施設等に配布し、広く市民に周知・啓
発を行ったほか、社会に出る前に基礎的知識として、
働き方や困難が生じたときの対応方法などを身に付
け、活かすことを目指し、市内高校生に配布しました。

　労働法講座について、女性活躍推進法の施行など社
会経済情勢の変化に伴い、労働者の働き方を取り巻く
環境も変化しています。時勢に合った適切なテーマを
選定し、効果的な周知・啓発できるよう努めてまいりま
す。

　働く人の支援ガイドについて、広く市民に向け作成し
ているため、ターゲットが曖昧で、掲載している情報量
が多くなってしまい、読みづらいと敬遠される場合が考
えらます。
　啓発を目的として作成しているものであるため、より
読みやすい冊子となるよう努めてまいります。

　労働法講座については、全18回のうち4回を、ワーク・
ライフ・バランスに資する内容とし、継続して実施してま
いります。
　働く人の支援ガイドについては、「高校生でもわかり
やすい」をテーマに構成・内容を変更し、より読みやす
い冊子として作成してまいります。

ウ 労働政策課

40
要保護児童対策地域協
議会事業

　虐待を受けた子どもをはじめとする、
保護を要する子どもの情報交換や、支
援を行うための協議を行う要保護児童
対策地域協議会を充実させ、関係機関
の連携強化を図り、虐待の早期発見、
早期対応、地域でのケアを適切に行う
とともに、家族再統合を円滑に図るため
の体制を整えます。

A

　近年、児童虐待問題の要因は、多様・複雑化してお
り、そのようなケースに対応するため、関係機関が連
携強化を図ることにより、多角的かつ総合的に支援方
針の検討を行い、関係機関の特色を生かした多様な支
援を行いました。

　児童虐待をはじめとする要保護児童の諸問題につい
て、早期発見・早期対応を図る必要があるため、関係
諸機関との連携の強化を一層進めるとともに、必要な
体制の整備を図り、虐待の予防から早期発見・早期対
応、地域での適切なケアに努めていきます。

　連携の強化を一層進めるとともに、必要な体制の整
備を図り、虐待の予防から早期発見・早期対応、地域
での適切なケアに努めていきます。

ウ
子育て支援政
策課

41 家庭児童相談事業

　子どものしつけや生活習慣、学校生
活、非行などに関する相談を相談員が
受け付け、子育てに関する不安を解消
します。 A

　育児不安等の複雑な家庭事情を背景とする多種多
様な問題に対し、関係機関と連携した適切な事業運営
を行いました。

　子どもや家庭の様々な問題に対する相談窓口として
市民がいつでも気軽に相談できる体制を整備する必要
があるため、家庭児童相談員の資質、問題処理能力、
技術等を向上させるとともに、引き続き事業の充実を
図ります。

　家庭児童相談員の資質、問題処理能力、技術等を向
上させるとともに、引き続き事業の充実を図ります。

ウ
子育て支援政
策課

4
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42
児童相談所における支
援

　増加する児童虐待相談等への迅速か
つ適切な対応を確保するため、関係機
関と連携を深め、専門性を高めるため
の職員の育成を行い、あらゆる児童相
談に対応できる体制を推進します。 A

　相談技術や虐待対応の専門性の向上のため、外部
から講師を招き、ケースワークの技法であるサインズ・
オブ・セーフティに基づいたアセスメント研修を年10回
実施し、職員の専門性の向上に努めました。

　経験年数の浅い職員が多いため、相談業務が円滑
に遂行できるよう、今後も引き続き研修を充実させ、相
談体制の強化を図ります。

　継続し実施していきます。

ウ 児童相談所

43
虐待の発生予防・援助
における職員の能力の
向上

　急増する児童虐待相談に対応するた
め、児童相談所の職員の専門性を強化
するとともに、各区支援課等を交えた研
修の充実を進めるほか、地域の主任児
童委員等を対象にした研修を実施し、
虐待予防の充実を図ります。

A

　民生委員児童委員及び主任児童委員に対し、児童
相談所の地区担当職員との連携についてや民生委員
と主任児童委員の役割・課題についての座談会を、各
区年1回の合計10回開催しました。また、各区支援課、
家庭児童相談員及び保健センターの職員を対象に、
児童相談所における虐待対応や、連携についての研
修を、年6回開催しました。
　これにより、児童虐待の防止と早期発見における児
童相談所との連携の強化を図りました。

　関係機関にも参加をしていただくことで、児童を取り
巻く困難な相談に対応できるよう、専門性の向上を
図っており、今後も、さらに研修等を重ね、引き続き連
携強化を図ります。

　継続し実施していきます。

ウ 児童相談所

44 児童虐待防止啓発事業

　オレンジリボンキャンペーンの実施な
どにより、虐待防止の啓発を図り、児童
虐待のない社会づくりを推進します。

A

　児童虐待防止推進月間である11月を中心として実施
しているオレンジリボンキャンペーンを5月にも実施し、
大宮アルディージャと連携した啓発イベントを行うことな
どにより児童虐待防止の啓発を図りました。

　幅広い市民に児童虐待に対する知識と理解を持って
もらうことが大切であるため、より効果的な啓発方法に
ついて検討する必要があります。

　効果的な啓発方法を検討しつつ、啓発活動を行って
いきます。

ウ
子育て支援政
策課

47
24時間・365日体制強
化事業

　児童虐待の早期発見と早期対応を強
化するとともに、48時間以内の児童の
安全確認を実施していくため、24時間
児童虐待通告電話による夜間休日を問
わずいつでも通告・相談に応じる体制
の充実強化を図ります。

A

　全国共通ダイヤルが3ケタ化されたことに伴い、通告
件数の増加が見込まれるため、児童虐待に対する専
門性を高めるための研修を引き続き実施しました。
　併せて、育児相談も増加傾向にあるため、保健師に
より研修を実施し、相談業務の充実を図りました。

　今後も迅速な対応ができるよう、社会情勢や実態に
見合う専門的な研修を実施していきます。

　継続して実施していきます。

ウ 児童相談所

48
社会福祉審議会児童虐
待検証専門分科会

　重篤な児童虐待事例が発生した際
に、同様の事例の再発防止に向けて審
議し、抽出された問題点や課題などを
踏まえ、その解決に向けた具体的な対
策について、報告書をもって提言しま
す。 A

　児童の死亡・重篤な虐待事例のうち、市の関わりが
あった事例の発生が無かったため、年度末に1回、分
科会を開催し、児童虐待に係る相談等についての報告
や児童虐待防止啓発事業の実施報告及び平成29年
度下旬より児童相談所が入る計画となっている（仮称）
さいたま市子ども総合センターの概要についての報告
を行いました。

　過去の児童虐待事例から見ると、虐待者の虐待時の
心神の状態が喪失状態であったと、検察が発表してい
る事例が多いため、精神に関する専門家の意見を聴く
必要があります。
　児童虐待検証専門分科会委員に精神科目の専門家
の委嘱を行うための人選を行ってまいります。

　重篤な児童虐待事例が発生した際には、同様の事例
の再発防止に向けて審議し、抽出された問題点や課題
などを踏まえ、その解決に向けた具体的な対策につい
て、検証報告書をもって提言してまいります。

ウ
子育て支援政
策課

49 里親制度

　里親になるための、里親公開講座等
を継続的に企画・実施し、里親の登録
数を増やし、里親委託を推進します。ま
た、里親基礎研修・更新研修等を実施
し里親の資質の向上を図るとともに、里
親応援の集いの開催や里親委託推進
員の配置等により里親の支援を図りま
す。

A

　10月の里親応援の集いや里親公開講座の開催によ
り、里親制度の周知を図った結果、里親登録数が増加
しました。
　また、里親サロン、里親派遣支援、里子支援ボラン
ティア等により、里親支援の充実を行いました。

　10月に行った里親応援の集いについて、より多くの集
客を目指して商業施設と連携するなど、内容について
再検討を行います。

　継続して実施していきます。

ウ 児童相談所

50
児童養護施設等整備推
進事業

　家庭における養育が困難な児童等
を、家庭的な環境で養育、自立支援す
るため、児童養護施設の本体施設の小
規模化や施設機能の地域分散化等を
推進し、家庭的養護の充実を図ります。
また、養育単位が小規模化された乳児
院を整備するなど、施設の特性と役割
を踏まえた適切な養育体制を構築し、
社会的養護の充実を図ります。

A

　家庭における養育が困難な児童等を、児童養護施設
に入所させ、施設において安定した生活のもとで養育
を行い、自立を支援しました。
　また、乳児院の建設に着工し、より安全な施設とする
べく、工法の変更を行いました。

　現在整備中の「さいたま西乳児院」については計画
当初、平成28年4月の開院を目指していましたが、工法
等の変更により工事に時間がかかり整備時期が遅れ
ました。
　事業者に対しては工法の変更が発生しないよう、事
前の調査を入念に実施するよう、指導してまいります。

　平成28年6月1日に「さいたま西乳児院」が開院し、目
標数値を前倒しで達成することができる見込みです。

ウ
子育て支援政
策課

5
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51 母子生活支援施設事業

　18歳未満の子どもを養育している母
子家庭の母親が、生活上の問題のため
子どもの養育が十分にできない場合
に、母子生活支援施設において母子の
生活を支援します。また、入所者が自
立し退所できるように支援体制を強化
するとともに、すべての母子家庭の方
が安心・安定した環境で子育てができ
るよう支援します。

C

　平成27年度よりさいたま市内の母子生活支援施設が
1か所となり、通常入所に加えて緊急一時保護事業3事
業を実施しました。月平均の入所者数としては5世帯と
年々減少傾向にありますが、職員体制の充実により突
発的な緊急一時保護受入れにも躊躇なく対応すること
ができました。
　施設入所者に対する退所後のアフターケアとしては、
平成27年3月末に廃止となったこすもす荘退所者に対
しても電話相談を継続しています。更に、退所後数年
経過した世帯についても行事の参加を呼びかけ、必要
に応じて地域の障害分野の相談支援事業所を紹介し、
途切れない相談体制に配慮しました。

　施設の入所率が低いことが課題となっているため、
今後はさいたま市内に限らず、近隣自治体からの入所
希望者の受け入れについても検討してまいります。

　現在の施設利用者に対する自立の支援、及び退所
者に対するアフターケアの充実に力を入れていくととも
に、広域入所についての検討を行います。

ウ
子育て支援政
策課

52
児童虐待防止家族支援
事業

　虐待を受けた子どもとその保護者等
の家族再統合への取組の充実を図る
ため、精神科医師や弁護士及び専門家
に助言を受け、相談援助活動の充実を
図ります。また、家族支援のための評
価やプログラムによる家族再統合の促
進を図ります。

A

　虐待ケースの家族再統合に向け、家族と協働で安全
プランを作成するためのカンファレンスを48回、援助方
針会議においてカンファレンスでの検討が必要とされ
たケース7回、合計55回の家族支援ケースカンファレン
スを実施しました。

　今後も引き続き、多角的な視点から適切なケースの
アセンスメントをするため、家族再統合に向けた家族支
援ケースカンファレンスの充実を図ります。

　継続し実施していきます。

ウ 児童相談所

53 総合療育センター事業

　医療・福祉が一体となって行う障害児
等の早期診断・早期治療、障害に応じ
た訓練・指導及び家庭支援を継続して
実施するために、さいたま市発達障害
者支援体制整備検討委員会からの提
言を踏まえ、診察や療育を受けるまで
の待機期間の短縮や、療育センター機
能の見直しを図ります。
　また、障害児やその保護者が地域で
安心して生活できるよう、診療所や児童
発達支援センターの専門職員数の適正
な配置を図り、複数専門職員による保
育所・幼稚園等への訪問支援、保健セ
ンター主催の親子教室への協力及び特
別支援教育相談センターや小学校との
連携を図る地域支援を実施し、障害児
の福祉の増進を図ります。

B

　診察や療育を受けるまでの待ち期間の短縮について
療育センターさくら草では、多目的ホールの改修により
診察室を増設し、診察回数を拡大して待ち期間の短縮
に努めました。さらに、急を要する診察や予約にキャン
セルが発生した場合は、随時、個別の対応を行い早め
に受診できるよう努めました。
　また、障害児とその保護者が地域で安心して生活す
るための支援については、専門職員の配置体制を整
える中で、保育所・幼稚園等へ専門職員を派遣する出
張カンファレンスをはじめとする地域支援等を実施し、
地域で障害児の支援にあたる人材の育成等に努めた
ことから、Ｂ評価としました。

　待ち期間の短縮に向けたさらなる対応に、引き続き
取り組んでまいります。

　待ち期間の短縮に向け引き続き取り組んでまいりま
す。

ウ
総務課（ひま
わり）

54 特別支援事業

　幼稚園に通園する障害児やその疑い
のある幼児を対象に、補助職員の採用
や特別支援に必要な用具の設置や教
諭の研修等、園運営の円滑化や保育
環境の充実に資することを目的に、当
該経費に対し助成を行います。
　また、臨床心理士等を希望する幼稚
園に派遣し、対象幼児の行動観察を
行ったうえで、保育やクラス運営に関す
る相談を受ける等、担当教諭のみなら
ず園全体の保育の質の向上を図りま
す。

A

　私立幼稚園が行う特別支援教育に要する経費の一
部を補助するとともに、臨床心理士等の派遣を希望す
る私立幼稚園に対して、私立幼稚園特別支援巡回相
談を実施しました。
　特別支援を実施する私立幼稚園に対し、財政的支援
と巡回相談を実施できたことから、Ａ評価としました。

　特別支援に関する諸課題について、幼稚園内で共有
する必要があることから、園全体でのカンファレンスを
実施します。

　特別支援に係る財政的支援を継続して実施します。
　また、私立幼稚園特別支援巡回相談では、対象児童
の相談を継続して実施するなど、引き続き、手厚く支援
してまいります。

ウ 幼児政策課
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55
保育施設等における障
害児保育の推進

　障害のある子どもや特別な支援を必
要とする子どもに対し、より多くの認可
保育所等での受け入れを拡大し、専門
的な知識・技術を有する療育機関（総
合療育センターひまわり学園等）と連携
した保育の充実に努め、保護者の子育
てと就労の両立を支援するとともに、子
どもの健やかな育ちを目指します。
　さらに、個々の発達状況や個性を踏
まえながら、集団保育の中で成長を支
援できるよう専門職員による巡回指導
等の対象施設を拡充し、障害の特性に
配慮した体制の整備を推進します。
　また、認可保育所等における障害児
の受け入れを実施するに当たり、必要
となる保育士の確保等が円滑に行える
ように補助制度の充実を図り、様々な
障害に対応するための専門知識等に
関する研修を実施するなど、保育士の
資質向上と質の高い障害児保育を推進
します。

A

　民間保育所の整備に伴い、障害児保育対策事業補
助金交付対象となる施設が、H26年度では38施設であ
りましたが、H27年度では44施設に増加となりました。

　公立保育所での障害児の受入れについて、常に定
員に達している状況であるため、民間保育施設での受
入れを促進する必要があります。
　また、保育の量的拡大や保育ニーズの多様化が進
む中、障害児の保育のための専門的な知識の習得が
必要となります。

　障害児保育を推進するため、民間保育所が専任保育
士を配置した場合に人件費相当を補助する障害児保
育対策事業補助金の額を74,140円から108,000円へ増
額します。

エ 保育課

56
放課後児童クラブにお
ける障害児保育の推進

　障害のある児童が住み慣れた地域で
安心して放課後を過ごすことができるよ
う、すべての放課後児童クラブにおいて
受入体制を整えます。
　公設放課後児童クラブにおいては、定
員に障害のある児童の優先受入枠を
設けます。
　民設放課後児童クラブにおいては、
「さいたま市放課後児童健全育成事業
実施要綱」及び「さいたま市放課後児童
クラブ健全育成事業委託実施基準」に
基づき、障害のある児童を受け入れる
クラブに対する職員の加配、委託料の
増額を行うとともに、バリアフリー等の
施設改修費を助成します。
　また、障害児支援に関する研修を実
施するほか、専門知識を備えた職員に
よる保育相談を実施し、障害のある児
童のみならず、特別な支援が必要な児
童の保育を行うクラブを支援します。

A

　平成27年4月1日時点において、205クラブ中102クラ
ブにおいて177人の障害児を受入れました。
　民設クラブ委託料において、障害児担当支援員の加
配に掛かる人件費を加算しました。
　障害児支援に対する専門性を高めるための支援員
研修を2回実施しました。
　平成26年度に開始した、障害児支援の専門知識を備
えた職員による巡回相談を継続実施し、各クラブにお
ける障害児支援をサポートしました。
　これらの取組みにより、放課後児童クラブにおける障
害児支援を推進したことから、Ａ評価としました。

　障害児及び特別な配慮を要する児童数の増加によ
り、対応に苦慮する事例も増えていることから、研修内
容の工夫や巡回相談における専門機関との連携強化
などに取り組んでまいります。

　民設クラブ委託料において、障害児担当支援員の加
配に掛かる人件費を加算します。
　障害児支援に対する専門性を高めるための支援員
研修を2回実施します。
　障害児支援の専門知識を備えた職員による巡回相
談を継続実施します。

ウ 青少年育成課

57
発達障害者支援セン
ターの充実

　これまで相談の受け皿が乏しく、支援
方法の未確立な成人期(当事者及び家
族、支援者)の相談支援の充実を図りま
す。同時に普及啓発活動や連絡協議会
の開催等を通し、地域支援体制の構築
を推進します。また、思春期から成人期
にわたる発達障害に特化した居場所・
日中体験活動の場を創出し、発達障害
者の社会参加の向上を図ります。さら
に二次障害予防として高校生年代の支
援を見直し、思春期支援体制の整備に
努めます。

B

　平成27年度においては、発達障害者社会参加事業
を業務委託にて実施し、家庭以外の居場所や日中体
験活動の場を提供することができたためB評価としまし
た。

　社会参加事業においては利用者が増加していること
から、これ以上利用者を増やすことが困難なこと、ま
た、当事業を行っている施設から離れて暮らしている
当事者の方には利用が難しいことなどが課題です。
　そのために、市内の既存の福祉施設などにコンサル
テーションを行い、発達障害の方が通いやすい場所を
増やしていくことが望ましいと思われます。

　発達障害者社会参加事業を継続して実施します。
　また、思春期年代への社会参加へ向けた支援として
学生向けキャリア形成支援事業を実施します。

ウ
障害者総合支
援センター

58
自立支援医療（育成医
療）給付

　身体に障害のある子どもまたは、現
存する病気を放置すると障害を残すと
認められる子どもであって、確実な治療
効果が期待できる場合に、医療費の給
付及び補装具の交付を実施します。 B

　母子健康手帳やホームページ、指定医療機関等から
市民へ制度の周知を図り、適切な医療給付事務を遂
行できました。

　原則、育成医療は現物給付のため事前申請ですが、
医療機関が遠方など、意見書の準備に時間がかかり
事後申請になるケースもありました。そのため、医療機
関と連携を図り、入通院前までに育成医療受給者証を
発送できるようにしていきます。

　引続き母子健康手帳やホームページ、指定医療機関
等から市民へ制度の周知を図り、適切な医療給付事
務の遂行をします。

ウ
疾病予防対策

課
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59 保育所の優先入所

　ひとり親家庭等の子育てと仕事の両
立を支援するため、ひとり親家庭等の
子どもが優先的に保育所へ入所できる
よう配慮します。 A

　ひとり親家庭等の生活状況を考慮し、優先的に保育
所入所できるよう、継続して配慮を行いました。

　核家族化や女性の社会進出等に伴い、保育需要が
高まっている中、生活の安定と自立のため、より保育
の必要性の高いひとり親家庭等の児童が優先的に保
育所入所できるよう、継続して配慮を行う必要がありま
す。

　保育所の入所における審査基準点の加点などによる
優遇措置を継続します。

ウ 保育課

60
放課後児童クラブの優
先入所

　ひとり親家庭等が、子育てと仕事の両
立を図ることができ、生活の安定と自立
を促進するために、放課後児童クラブ
の入室における審査基準点の加点など
による優遇措置を講じます。

A

　さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱を基
に、ひとり親家庭等が優先的に利用できるよう放課後
児童クラブの入室審査において、指数の加点などによ
る優遇措置を行ったため、A評価としました。

　入室希望者が定員を大きく超過するクラブでは、ひと
り親家庭等でも不承諾となることが懸念されるため、引
き続き放課後児童クラブの拡充に努め、待機児童の解
消に取り組んでまいります。

　さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱を基
に、ひとり親家庭等が優先的に利用できるよう放課後
児童クラブの入室審査において、指数の加点などによ
る優遇措置を行います。 ウ 青少年育成課

61
市営住宅における母子
世帯等の優先入居

　市営住宅の定期募集に際し、母子世
帯等の社会的弱者の当選確率を優遇
し、居住の安定を図ります。

B

　 市営住宅の入居募集の際、母子世帯に対しては、抽
選番号を1個多く付与し、また、一時当選者から入居順
位を決定する際の困窮度判定時には加点することで、
入居の優遇をしております。
　昨年度も母子世帯の入居実績があり、Ｂ評価としまし
た。

　今後も他の弱者世帯（高齢者世帯や障害者世帯等）
とのバランスを図りながら、優遇制度を実施する必要
があります。

　引き続き、母子世帯等に対する入居優遇制度を実施
していきます。

ウ 住宅政策課

62
さいたま市入居支援制
度

　民間賃貸住宅への入居を拒まれがち
な高齢者、障害者、ひとり親世帯等に
対し、賃貸人への啓発や情報提供によ
り、民間賃貸住宅への入居を支援しま
す。

B

　ひとり親世帯や高齢者世帯等に対して、不動産店の
情報提供を行いました。
　また、概ね不動産店数を維持できたことから、Ｂ評価
としました。

　不動産店数が減少傾向にあるため、宅建協会を通
じ、名簿掲載協力不動産店数の維持に努めます。

　不動産店数の維持に努めます。

ウ 住宅政策課

63
ひとり親家庭等就業・自
立支援センター事業（生
活支援）

　ひとり親家庭の母等の抱える日常生
活上の様々な悩み等の相談に関し、母
子・父子自立支援員等による適切な助
言や指導を行うとともに、各種行政支援
策等の情報提供を行うなど、直面する
諸問題の解決に向け支援します。
　また、法律知識が必要となる親権等
の相談に関しては、弁護士による法律
相談を実施します。

A

　ひとり親家庭の母等の抱える日常生活上の様々な悩
み等の相談に関し、母子・父子自立支援員等による適
切な助言や指導を行うとともに、各種行政支援策等の
情報提供を行うなど、直面する諸問題の解決に向け支
援を行いました。
　また、法律知識が必要となる親権等の相談に関して
は、弁護士による法律相談を実施しました。

　父子家庭の利用が少ない点が課題です。 　引き続き、事業を実施していきます。

ウ
子育て支援政
策課

64
ひとり親家庭等自立支
援プログラム策定事業

　ひとり親家庭の母等の就業・自立を促
進するため、対象者に合った自立支援
計画を立てて、就職等のサポートを行
います。また、必要に応じて、ハロー
ワークとの連携による職業訓練の支援
要請を行います。

C

　ひとり親家庭の母等の就業・自立を促進するため、対
象者に合った自立支援計画を立てて、就職等のサポー
トを行いました。
　平成27年度は、2件のプログラム策定を行いました。

　平成26年度から各区役所にジョブスポットが設置（平
成27年度時点、全10区に設置）されており、ハローワー
クに支援要請を行うことなく、案内することが可能となっ
たため、利用者が減っています。

　ジョブスポットのあり方を踏まえつつ、事業の縮小も
含めた検討をしていきます。

ウ
子育て支援政
策課

65
ひとり親家庭等就業・自
立支援センター事業（就
労支援）

　ひとり親家庭の母等の就業・自立を促
進するため、就業に関する各種相談に
応じるほか、就業に必要な知識や技能
の習得を図るための就業支援講習など
就業に向けた支援を行います。 B

　ひとり親家庭の母等の就業・自立を促進するため、就
業に関する各種相談に応じるほか、就業に必要な知識
や技能の習得を図るための就業支援講習会を実施し
ました。
　介護職員初任者研修には、17名が参加しました。

　就業支援講習会における介護職員初任者研修の参
加者数が目標に達しておらず、また、応募多数の場合
に抽選としているが、当選された方のキャンセルが多
いため、限られた予算の中で、参加者数を増やせるよ
う、実施手法等を検討し、キャンセル数を増やさないよ
う、周知・広報のあり方を検討していきます。

　引き続き、講習会を開催し、自立に向けた支援を行っ
ていきます。

ウ
子育て支援政
策課

8
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66
ひとり親家庭高等技能
訓練促進費・生活支援
給付金

　ひとり親家庭の一層の生活の安定を
図るため、就職に有利な資格の取得を
目指し、2年以上養成機関などで修学
する場合に、高等技能訓練促進費を支
給します。また、高等技能訓練促進費
の支給対象期間外となる修学期間の3
年目について、高等技能訓練促進費の
代わりとなる市単独事業の生活支援給
付金を支給します。

A

　ひとり親家庭の一層の生活の安定を図るため、就職
に有利な資格の取得を目指し、2年以上養成機関など
で修学する場合に、高等技能訓練促進給付金（高等技
能訓練促進費）を支給しました。
　また、高等技能訓練促進給付金の支給対象期間外と
なる修学期間の3年目について、市単独事業の生活支
援給付金を支給しました。
　平成27年度は、高等職業促進給付金を40名に、生活
支援給付金を7名に支給しました。

①　本事業は、国の制度の変遷が著しいため、国の動
向に影響されやすいため、資格の中には、法令等によ
り、3年間の修業が義務づけられているものがあり、最
低でも3年間の予算の確保に努めます。
②　稀に退学や休学等によって、養成機関を修了でき
なかったり、修了が遅れたりすることがあります。　毎
月提出を求めている出席状況報告書において、出席
日数が通常と比べ少ない場合には、受給者と連絡を取
り合って原因を探る等、アプローチしていきます。

　引き続き、事業を実施していきます。

ウ
子育て支援政
策課

67
ひとり親家庭自立支援
教育訓練給付金

　ひとり親家庭の自立の促進を図るた
め、教育訓練講座を受講し修了した場
合、経費の一部を支給します。

C

　ひとり親家庭の自立の促進を図るため、教育訓練講
座を受講し修了した場合、経費の一部を自立支援教育
訓練給付金として支給しました。
　平成27年度は、9件の支給を行いました。、

　講座の指定を受けたが、講座を途中でやめてしまう
等、修了できなかったが人がいることが課題です。

　引き続き、職業能力の開発のために、事業を実施し
ていきます。

ウ
子育て支援政
策課

68
母子・父子・寡婦福祉資
金貸付制度

　母子・父子及び寡婦に対して、必要な
資金を貸す母子・父子・寡婦福祉資金
制度を推進し、母子家庭の母、父子家
庭の父及び寡婦の方の経済的自立
や、扶養している児童の福祉増進を図
ります。

A

　母子・父子及び寡婦に対して、必要な資金を貸す母
子・父子・寡婦福祉資金制度を推進し、母子家庭の
母、父子家庭の父及び寡婦の方の経済的自立や、扶
養している児童の福祉増進を図りました。
　平成27年度は、67件の貸付を行いました。

　平成28年度から修学資金の貸付限度額が変更され
たことに伴い、修学資金1件当たりの貸付額が増えるこ
とが想定されます。貸付希望者からの相談について
個々の事案に応じたきめ細やかに対応することによ
り、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の方の経
済的自立や、扶養している児童の福祉増進の実現に
つながる貸付を行います。

　ひとり親家庭への福祉・支援の観点から、保証人の
有無や有の場合の要件の緩和などについて検討しま
す。

ウ
子育て支援政
策課

69
ひとり親家庭等就業・自
立支援センター事業（養
育費相談）

　ひとり親家庭の母等の養育費に関し
て専門家との相談を実施するほか、養
育費取得等に関する相談機関や各種
支援策などの情報提供を行います。

A

　ひとり親家庭の母等の養育費に関して弁護士との相
談を実施するほか、養育費取得等に関する相談機関
や各種支援策などの情報提供を行いました。
　平成27年度は、19件の養育相談を行いました。

　5月から毎月開催していますが、平成27年度は受付
件数が0件のため、2回中止となる月がありました。法
律相談を活用していただけるよう、周知・広報していき
ます。

　周知・広報していきます。

ウ
子育て支援政
策課

70 児童扶養手当

　父又は母と生計を同じくしていない児
童を育成する家庭の生活の安定と自立
の促進に寄与するため、当該児童を養
育する者に児童扶養手当を支給しま
す。

B

　児童扶養手当の受給者は年々増加しており、手当支
給費も増大しました。

　ひとり親家庭等については年々増加傾向にあり、事
業費の増大が見込まれるため、国に対しては、国庫負
担割合の見直し等を要望していくとともに、必要な財源
の確保に努めコストを抑えた効率的な運営を行ってい
きます。

　児童扶養手当法の一部改正により、平成28年8月分
（12月支払）から、第2子及び第3子以降の児童の手当
額が所得に応じて増額となります。
　この制度変更にあたり、事前の周知や適切な支給事
務を執行します。

ウ
子育て支援政
策課

71
ひとり親家庭等医療費
支給事業

　受給資格者〔1．母子家庭の母、2．父
子家庭の父、3．養育者家庭の養育者
（1人）、4．父又は母に一定の障害があ
る場合は当該障害の状態にない方の1
人、5．上記1～4に監護されている児童
で18歳に達した日の属する年度の末日
までのもの（一定の障害のある児童に
ついては20歳未満）〕の中で、受給資格
証の交付を受けたものの健康保険各法
に規定する保険診療一部負担金を助
成します。

A

　平成27年度もひとり親家庭等医療費支給制度を実施
しているためＡ評価としました。

　受給資格があるのにもかかわらず、受給を受けてい
ない家庭があることが昨年度の課題として見えてきま
した。
　解決策としては、支援課と一層連携をとり対象者に対
して干渉を行い申請を促そうと考えております。

　昨年度に引き続きひとり親家庭等医療費支給制度を
実施していきます。

ウ 年金医療課

72
ひとり親家庭等児童就
学支度金

　中学校に入学予定の児童を養育して
いる市町村民税非課税世帯（生活保護
受給世帯は除く）の母子家庭の母、父
子家庭の父又は父母のいない児童を
養育している人に、その児童の入学準
備に必要な経費の一部を助成します。

A

　中学校に入学予定の児童を養育している市町村民
税非課税世帯（生活保護受給世帯は除く）の母子家庭
の母、父子家庭の父又は父母のいない児童を養育し
ている人に、その児童の入学準備に必要な経費の一
部を就学支度金として支給しました。
　平成27年度は、348件の支給を行いました。

　支給対象となる方に対し、周知・広報をしていきます。 　支給対象となる方に対し、児童扶養手当の現況届提
出時を活用して申請していただくとともに、周知・広報を
していきます。

ウ
子育て支援政
策課

9



H２７評価基準　A：達成率９０％以上　B：達成率７０％以上８９％以下　C：達成率６９％以下
Ｈ２８年度以降の方向性　　　ア：廃止　　　　イ：縮小　　　ウ：継続　　　エ：拡大　　　オ：終了

事業
番号

事　業　名 事業概要及び目標 H27評価
H27年度事業実施内容・成果

及び評価
課題及び解決策 H28年度の事業展開

H28年度以降
の

方向性
所　管

73 就学援助制度

　経済的な理由で、小・中学校へ通う児
童生徒の学用品の購入や給食費の支
払いが困難な保護者に対し、それらの
費用の一部を援助します。 A

　制度に関する周知を十分に行い、援助を必要として
いる保護者に対し、支援を行うことができたため、Ａ評
価としました。

　経済的な理由等で就学援助を必要とする保護者が、
継続して援助を受けられる制度であることが重要であ
るため、認定基準等について十分検討していく必要が
あります。

　今後も、経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護
者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円
滑な実施を図ります。

ウ 学事課

74
チャレンジスクール推進
事業

　地域社会の中で心豊かで健やかな児
童生徒を育むため、児童生徒や学校、
地域社会の実情に応じて放課後や土
曜日などに全市立小・中学校で実施し
ているチャレンジスクールを一層充実さ
せていきます。

A

　チャレンジスクールの代表者によるチャレンジスクー
ル運営会議を4回、ボランティアスタッフのための研修
会を5回実施しました。
　また、チャレンジスクールにおける活動事例集を作成
し、配付することで、各チャレンジスクールで有効に活
用してもらうことができました。
　地域のボランティアに御協力いただきながら、地域の
特性を活かした魅力ある活動内容となるよう努めた結
果、平成27年度における参加児童生徒数が延べ
182,444人となり、A評価としました。

　参加児童生徒数の増加に向けて、本事業を地域等
へより一層周知する必要があるため、学校地域連携
コーディネーターを中心に、地域の方への呼びかけを
行うことにより、チャレンジスクール事業についての周
知を促進してまいります。
　また、参加児童生徒数の増加に向けて、ボランティア
の増加を図る必要があるため、市内及び近隣の大学
への訪問並びにボランティアシティさいたまＷＥＢ(ぼら
たま)の活用により、人材確保に努めてまいります。

　平成28年度には過去の実績を踏まえ、活動内容の
一層の充実に加え、地域や家庭への広報活動を通じ
て更なる参加児童生徒数の増加に努めてまいります。

エ
生涯学習振興

課

76 非行防止対策の推進

　青少年の健全育成・非行防止に関す
る市民意識の高揚を図るため、子ども・
若者育成支援強調月間中に、青少年
健全育成に関わる団体等が協力し、非
行防止キャンペーンを各区で展開しま
す。
　また、青少年の健全育成・非行防止
のため、大宮駅周辺のパトロール及び
各地区における巡回活動を実施しま
す。

A

　平成27年度においても、市内10区において、区民ま
つり等に併せて、非行防止キャンペーンを展開し、啓発
品を配付し、青少年の非行防止に努めました。
　青少年育成さいたま市民会議会長、及び補導委員宛
に参加を依頼し、西区・北区・大宮区・見沼区から各2
名、その他の区からは各2名ずつ（自由参加）、大宮警
察少年非行防止ボランティア連絡会から数名で、7月
から毎月（10月、2月を除く）第3金曜日に実施しました。
第1回は悪天候で中止となりましたが、毎回多くの参加
者がありました。

　各地区会から新しいメンバーの参加を求め、市民会
議理事会並びに補導委員会において、未経験の方々
の参加について依頼しました。

　年間7回の巡回活動を行い繁華街の状況を知るとと
もに、各地区での防犯体制の充実に生かしました。

ウ 青少年育成課

77 成人式

　成人の日に新しい人生の門出を祝福
し、成人としての自覚を促すとともに、
将来の幸せを願うため、成人式を実施
します。

A

　人生に一度のお祝い事であり、さいたまスーパーア
リーナで新成人が一堂に会して行う式典は、厳かな中
にも感動を与える式典として好評を得ています。
　成人式対象者12,637名に対し、10,013名の成人者に
出席いただけたため、Ａ評価としました。

　経済情勢が厳しい中で、いかに地元企業からの協賛
を得て、協賛企業数及び協賛金額を増やしていくかと
いう課題があります。
　協賛金額増額をはかるため、協賛プランの見直しを
行います。

　一生に一度のお祝いごとである成人式を安全に実施
するため、警備や運営体制に重点を置きながらも、盛
大に新成人をお祝いします。

ウ 青少年育成課

78
グリーンライフ猿花キャ
ンプ場運営事業

　青少年や青少年団体が、集団野外宿
泊、デイキャンプ、レクリエーション、自
然体験等を通して、社会性、協調性、
ルールや命の大切さなどを学ぶ施設と
して、利用の推進を図ります。

A

　平成27年度においては、延べ利用団体数が99団体と
なったため、A評価としました。

　利用者のほとんどがリピーターや近隣の青少年団体
であるため、新規利用者の獲得が課題となっており、
今後も猿花キャンプ場の利用について、市報や情報
誌、ホームページ等でPRして利用者の増加につなげて
まいります。

　青少年の健全育成のための施設として、さいたま市
内での認知度を上げ、利用者が増加するよう周知して
まいります。 ウ 青少年育成課

79 児童センター事業

　子どもや保護者が交流し、親子で一
緒に運動や工作などの体験ができ、ま
た、各種催し物や子育てサークル・子ど
も会の開催など、地域組織の活動を支
援する児童センターの充実を図ります。
　行政区に最低1館設置することを目標
とし、未整備区である緑区を優先するこ
ととするが、利用者の利便性や行政区
の面積・児童数などにも配慮し整備を
進めます。

A

　尾間木児童センター（緑区）の開設に向け建築工事
を行い、完成後に備品等を準備しました。また、複合施
設のため関係部署と打ち合わせを行い、適正に運営で
きるよう調整を行いました。
　さいたま市内に17館設置されているため、Ａ評価とし
ました。

　運営していく上で利用者からの要望等もあがってくる
ため、それに適切に対応しながら、児童センターを管理
します。

　既存の児童センターにおいては引き続き適正な管
理・運営を行いながら、新設された児童センターにおい
ては様々な催しを実施してまいります。

ウ 青少年育成課
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80
さいたま市中学生職業
体験事業「未来（みら）く
るワーク体験」

　キャリア教育の視点から、市立中学校
等の生徒を対象に、勤労観、職業観を
はぐくみ、学ぶことの意義を考える機会
とするため、地域の事業所等の協力を
得て、さいたま市中学生職場体験事業
「未来（みら）くるワーク体験」を実施しま
す。 A

　さいたま市中学生職場体験事業「未来（みら）くるワー
ク体験」について、　市立中・特別支援学校全59校で職
場体験を実施し、生徒に勤労観、職業観をはぐくみ、学
ぶことの意義を考える機会となったため、Ａ評価としま
した。

　さいたま市中学生職場体験事業「未来（みら）くるワー
ク体験」では、生徒を受け入れる協力事業所が重要で
あり、体験先の業種の偏りや他校との実施時期の重
複、多様な体験の場の確保に課題が生じています。
　ロータリークラブ等の会合に出席し、市内事業所への
周知を依頼したり、商工会議所会報に協力事業所募集
記事を掲載したりすることで、協力事業所の拡充を図っ
てまいります。

　H28年度においては、さいたま市中学生職場体験事
業「未来（みら）くるワーク体験」について継続して事業
を実施します。

ウ
生涯学習振興

課

81
子ども・若者支援ネット
ワーク事業

　子ども・若者育成支援推進法に基づ
き、社会生活を円滑に営む上での困難
を有する子ども・若者に対する支援を効
果的に実施するためにネットワーク会
議を開催します。

A

　ネットワーク会議を6回開催し、若者自立支援ルーム
の実績等を報告しました。
　また、アウトリーチ（訪問支援）の実施方法などについ
て協議を重ねることができました。
　ネットワーク会議を6回開催したことからＡ評価としま
した。

　他の既存ネットワークとの調整を図り、会議の議題を
精査する必要があります。
　今後も様々な分野の最新支援方策について情報を
共有化し、より充実した会議内容としていきます。

　他の既存ネットワークとも連携を図り、議題を精査し
たうえで継続してネットワーク会議を実施していきま
す。

ウ 青少年育成課

82
若者自立支援ルーム事
業

　社会生活を送るうえで、困難を有する
市内在住30歳代までの若者で、個人の
状態に合わせた、自立支援プログラム
を段階的に実施し、円滑に社会的自立
が果たせるよう継続的な支援を行いま
す。

A

　さいたま市若者自立支援ルームの実績、延べ利用者
数が7,115人であったことからＡ評価としました。

　困難を抱える子ども・若者については、明確な定義も
なく実数や実態の把握も極めて困難であることから、
事業の周知も限定的となり、利用者の多くは、各支援
機関や相談窓口からの紹介によるものに限られている
ことから、各支援機関・相談機関と連携体制を強化し、
協力をしてまいります。

　リーフレット、ポスター、ホームページなどの周知・広
報活動を強化し、年間延べ利用者数5,800人以上を継
続して目指します。

ウ 青少年育成課

83
若者ユースアドバイ
ザー事業

　子ども・若者の自立支援に関する専
門的な相談に対応するため、若者自立
支援ルーム、児童相談所等の職員、ボ
ランティアに対するスキルアップを目指
した講座を開催します。

A

　ユースアドバイザー養成研修に24人の受講者が参加
したことから、A評価としました。

　現在の若者が抱える課題についての理解を深め、よ
り充実した研修内容を検討します。
　様々な分野での最新の支援方策についての情報な
どを共有し、研修内容に反映させます。

　継続して若者ユースアドバイザーの養成を行ってま
いります。

ウ 青少年育成課

84
地域若者サポートス
テーションの設置

　若年者の職業的自立を図るため、地
域若者サポートステーション事業をはじ
めとする各種若年者就業支援を行いま
す。

A

　平成27年度においては、若者就業支援により145名
の方が就職等の進路決定をすることができたため、Ａ
評価としました。
　・地域若者サポートステーションとの連携就労支援に
よる、進路決定者数　109名
　・民間就職情報サイト活用型採用支援事業による就
職者数　19名
　・若年者就職支援事業による就職者数　17名

　地域若者サポートステーションとの連携就労支援に
ついて、一定期間無業の状態にある若者の職業的自
立を支援するためには、職業意識の啓発や、社会適応
支援を含む包括的な支援を継続的に行う必要があり、
単年度で就職につなげることは難しい状況となってい
ます。
　しかし、現在は地域若者サポートステーションの運営
において、国からの委託が単年度であることから、複
数年にわたる支援が必要な若者への継続支援が担保
できず、若年無業者への中・長期的な支援計画が立て
られないことや、受託団体職員の短期雇用により、当
該事業の安定的な運営体制の構築が、困難であると
いう課題があります。
　そのため、既存で市が実施している事業の充実を図
るとともに、継続して支援が行えるよう、国の委託期間
を複数年度に改めるよう、現行制度の見直しを要望し
てまいります。

　地域若者サポートステーションにおいて、心理相談業
務や就業体験業務などを実施してまいります。
　新規学卒者等を対象とする民間就職情報サイトを活
用し、若年者の市内中小企業への就職促進を実施し
てまいります。
　基礎研修と、紹介予定派遣形態による市内中小企業
等での職場実習を併せた若年者就労ステップアップ事
業を実施し、正規雇用者への支援を実施してまいりま
す。

ウ 労働政策課
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85
いじめのないまちづくり
推進事業

　「さいたま市いじめのないまちづくり
ネットワーク」を活用し、いじめ防止等に
関わる関係機関や団体と連携し、啓発
活動を行うことで、いじめ撲滅に向けた
市全体の機運を高めるとともに、相談
体制の整備を行うなど、いじめ防止等
のための対策を推進します。 A

　年間2回のネットワーク協議会を、いじめ強化月間に
先立てて開催することができました。また、教育委員会
学校教育部指導2課の協力を得て、より具体的な事業
の説明ができました。
　また、PTA協議会のいじめ撲滅宣言をいただき、いじ
め防止啓発用クリアファイルを作成し、関係機関・団体
へ配付し活用いただくことができました。いじめ予防・防
止等に向け、充実した啓発活動が行えました。

　ネットワーク委員の方のいじめについての認識に相
違があります。また、ネットワーク協議会へのいじめに
関する具体事案等の情報提供に関して、教育委員会
事務局との連絡調整が必要であります。
　ネットワーク委員の方々向けに、いじめについての研
修会をもつことも考えていきます。

　参加される各委員にいじめ予防・防止に向けて、新鮮
かつ確実な啓発活動が行えるように、年2回のネット
ワーク協議会を充実させてまいります。

ウ 青少年育成課

86
ひきこもり対策推進事
業

　平成25年1月7日にこころの健康セン
ター内に「ひきこもり相談センター」を開
設し、電話・面接・グループ活動・訪問・
メールによる相談支援を実施していま
す。ひきこもり相談センター開設後、相
談が増加し、本人、家族に対して、訪問
や外出同行等の個別に合わせた細や
かな支援が難しくなっています。そのた
め、「（仮称）ひきこもりサポーター」を養
成し、派遣することで支援の充実を図り
ます。 A

　さいたま市のひきこもりサポーターをリレートサポー
ターという名称とし、平成26年度に養成した10名のサ
ポーターを派遣する事業を、予定通り平成27年度より
実施しました。ひきこもり当事者への家庭訪問や居場
所への外出支援などを行い、年間71回の派遣を行った
ため、Ａ評価としました。

　平成28年度から派遣目標が100回と増加したことに
対し、サポーターの多様な活用法の検討と新たなサ
ポーターの確保が課題となっています。また、活動中
のサポーターへの定期的なフォローアップが必要と
なっています。
　解決策として、訪問、外出支援だけでなく、ひきこもり
グループ事業への協力や、講演会等でのひきこもり家
族の体験談発表など、個々のサポーターに合わせた
多様な派遣を行います。また、新たなサポーター獲得
のため、さいたま市近郊の大学、大学院で心理学等を
学ぶ学生への募集を広げ、養成研修参加者を募りま
す。さらに、毎回サポーター活動後に、職員が丁寧に
報告相談を受け助言を行いつつ、年2回、全体でのフォ
ローアップ研修を行うことにより、個別と集団での定期
的なフォローアップを行います。

　年間100回を目標値とし、平成26年度、27年度に養成
したサポーターを派遣する事業を継続して行います。

ウ
こころの健康
センター

87
不登校の子どもへの支
援

　学校に行く気持ちがありながら、様々
な理由で登校することが困難な児童生
徒に対して、適応指導教室において個
別又は小集団の活動を行いながら、集
団生活への適応力や社会的自立を目
指した支援や指導を行います。 A

　平成28年1月に、美園教育相談室・適応指導教室「か
けはし」を開室し、市立教育相談室・適応指導教室は、
市内6か所の体制になりました。平成27年度の市内6か
所の適応指導教室においては、中学生を中心に、87名
の入室がありました。

　美園教育相談室・適応指導教室においては、平成28
年1月の開設だったため、まだ相談者が少ない現状が
あります。
　今後、全ての教育相談室・適応指導教室において、
積極的な学校訪問や児童生徒・保護者等への周知を
継続的に行うことで、相談者・入室者の増加につなげ
ていきます。

　市内6室の教育相談室・適応指導教室の支援内容の
強化を図り、不登校の児童生徒の個々の状況に応じた
きめ細かな支援を実施します。

ウ 指導２課

88
青少年の主張大会・青
少年フォーラム

　青少年が日々の暮らしの中での思い
を、自分の言葉としてまとめ、発表する
ことにより、いかに生きていくか、どのよ
うに協働していくかのテーマを見つけ、
自ら考え行動することの契機として、実
施します。

A

　「青少年の主張大会」は、さいたま市内の全小・中学
校から児童・生徒が作品を応募し、大会がそれぞれの
主張を競う場となること、多くの市民に青少年の主張を
発表する姿を参観していただき、さいたま市の将来を
支える青少年育成の意識を高める場としていくことを目
指しております。過去最高の1,525点の応募作品が集
まりました。「青少年フォーラム」は、「青少年の主張大
会」との合併事業とし、16名の青少年による「18歳成人
について考える　―　投票権の引き下げによる政治へ
の参加について　―」をテーマに実施しました。　フォー
ラムの参加者は少なかったですが、協議・提言の様子
は公開だったため、参観者は多数いました。
　市教頭会で、応募依頼を行ったり、学校掲示板を活
用して参加を求めたことで応募者が増加し、大会当日
においても、参加者も会場のキャパシティを考えると十
分な参加者が来場しました。

　「青少年の主張大会」は、募集のチラシを早めに作成
し、各学校に配付して夏休みの宿題として紹介してい
ただいたりなど、引き続きPR活動を積極的に行いまし
た。また、主張大会当日の案内も、早めに送付すること
で、大会への参加者を増やしました。「青少年フォーラ
ム」としては応募者が年々少ないので、早めに、積極
的なPR活動を進めていきます。また、発表に向けて
は、子どもの視点で協議が深まり、大人の想像を超え
る強い思いや願いが込められた発表ができるよう、
テーマを吟味し、より子どもに身近で興味の持てるもの
にしていきます。

　平成28年12月24日(土)「青少年の主張大会・青少年
フォーラム」の成功に向け、募集案内を早めに実施す
るとともに、市内私立学校へ応募依頼を積極的に行い
ます。

ウ 青少年育成課
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89
青少年による郷土芸能
伝承活動支援事業

　青少年の地域へのかかわりや地域の
人々との交流を一層推進するため、青
少年の健全育成及び郷土芸能を伝承
する目的を持った団体活動を支援しま
す。

A

　郷土芸能伝承活動を行う40団体に対して補助金を交
付し、活動を支援したことからＡ評価としました。

　交付団体数を増やし青少年の地域へのかかわりや
地域の人々との交流を推進することが必要です。
　市報への掲載や各区情報公開コーナーにチラシ等を
設置することで目標の団体数を達成することができま
した。

　青少年の地域へのかかわりや地域の人々との交流
を一層推進するため、青少年への郷土芸能伝承活動
への補助を継続して行います。

ウ 青少年育成課

90 青少年団体補助事業

　青少年団体の自主活動や育成組織
活動を促進するためのボランティア活
動・イベント事業などについて、青少年
団体等に補助を行い、青少年の健全育
成を推進します。

A

　ボーイスカウト協議会・ガールスカウト連絡協議会・
青少年育成さいたま市民会議本部、青少年育成さいた
ま市民会議10区連絡会、青少年育成さいたま市民会
議67地区会、子ども会育成連絡協議会、子ども会10区
育成連合会に対し、補助金を交付し、活動を支援した
ことからA評価としました。

　交付団体が複数あるため事務が煩雑です。補助金交
付の透明性を図るため、決算書や領収書のチェックを
厳正に行います。

　91団体に補助金を交付し、青少年団体の活動を支援
します。また、補助金の実績報告の際には書類を厳正
にチェックし、補助金の透明性を図ります。

ウ 青少年育成課
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