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第６章 施策の展開 

※関連事業のうち、   と表記のある事業は、後期計画から新たに掲載された事業です。 

 

 

１ 親と子ども・青少年が安心して健やかに暮らせるまちづくり 

 

基本施策１ 安心して妊娠、出産できる環境づくり 

こころと身体
か ら だ

の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、妊産婦やその夫、家

族の不安や悩みを解消または軽減するため、安心して妊娠、出産できる環境を整備する

とともに、不妊相談への対応を図っていきます。 

 

【関連事業】 

（１）妊婦の健康管理体制の充実 

妊婦健康診査や必要な援護費の支給について、市民が利用しやすい体制の充実を

図ります。 

各種広報媒体により事業周知を図るとともに、各事業において、市民のニーズを

的確に把握しながら実施していきます。 

１）母子健康手帳 ≪保健センター≫ 

母子健康手帳は、妊娠・出産・子育てに関する母親と子どもの健康状態などを一

貫して記録することができ、妊産婦及び乳幼児の保健指導の基礎資料となるもので

す。受け取る対象の方全員が、早期に交付を受けられるよう、広報等を通じ周知を

行います。 

２）妊婦健康診査 ≪保健センター≫ 

妊婦を対象に、妊娠中の異常をできるだけ早く発見するとともに、おなかの赤ち

ゃんの健全な発育を促すため、委託医療機関にて実施している妊婦一般健康診査に

ついて、公費負担の拡大を図るとともに、里帰り出産等の妊婦の利便性を高めてい

きます。 

３）妊婦歯科健康診査 ≪保健センター≫ 

母親学級において妊婦歯科健康診査・ブラッシング実習を実施し、妊娠中の口腔

衛生の重要性と乳幼児期のむし歯予防についても啓発していきます。 

 新規 
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４）妊娠高血圧症候群等療養援助費支給事業 ≪疾病予防対策課≫ 

妊娠高血圧症候群・糖尿病・貧血・産科出血及び心疾患で7日以上入院治療した

妊産婦の方を対象として、療養費の一部を支給します。 

 

（２）妊娠、出産に関する相談・支援体制の充実 

妊娠・出産についての悩みや不安の解消、または軽減を図るため、相談・支援体

制を充実させます。 

５）母親学級 ≪保健センター≫ 

初妊婦を対象に、妊婦同士が仲間づくりをしながら、こころと身体を健やかに保

つための、妊娠・出産・子育てに関する講義や調理実習などを、区役所保健センタ

ーにて引き続き実施します。 

６）両親学級 ≪保健センター≫ 

初妊婦と、その夫を対象に、妊娠・出産・子育てに対する父親の理解と参加を促

し、両親が協力して子育てに取り組む姿勢を持てるようになることを目的として、

親の役割などに関する講義やお風呂の入れ方の実習などを、区役所保健センターに

て引き続き実施します。 

７）ふたごっちクラブ ≪保健センター≫ 

ふたご以上を妊娠している方と、ふたご以上の乳児を育てている保護者が交流す

ることにより、共通する不安を解消または軽減することを目的として、ふたご以上

の妊娠・出産・子育てについての講義や相談を、区役所保健センターにて引き続き

実施します。今後は、参加者の増加に向けた取り組みを行います。 

８）出生連絡票 ≪保健センター≫ 

産婦・新生児を早期に把握し、必要に応じて家庭訪問や相談を行い子育て不安を

軽減するため、多くの方に出生連絡票を提出していただけるよう、ＰＲの機会を増

やします。 

９）妊産婦・新生児訪問指導 ≪保健センター≫ 

新生児及び乳児とその親（里帰り出産を含む）や、妊婦健康診査の結果、保健指

導が必要な方に対し、妊産婦・新生児の健康を増進し、子育て不安を解消または軽

減するため、助産師等が実施している訪問指導について、引き続き産後うつスクリ

ーニングテストを活用するなど、充実を図ります。 
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（３）周産期医療体制の充実 

出産前後における母親と子どもが、適切な医療が受けられるよう、周産期医療体

制の充実を図ります。 

10）地域周産期母子医療センターの増設 ≪地域医療課≫ 

ハイリスクな妊産婦や胎児、新生児に対応した周産期医療体制を整備するため、

自治医科大学附属さいたま医療センターにおける地域周産期母子医療センターの

設置を促進します。 

また、産科医等の確保のために分娩手当を支給している医療機関に対して、財政

支援を行うことによって、産科医等の処遇を改善し、分娩の受け入れ拡大を図りま

す。 

 

（４）生涯を通じた女性の健康支援の実施 

女性の健康問題に対し、相談体制の整備を図るなど、生涯を通じた女性の健康を

支援するとともに、不妊に関する相談・支援体制の充実を図ります。 

11）女性のヘルスチェック ≪保健センター≫ 

18歳から39歳の女性を対象に、健康づくりの一環として生活習慣病や貧血など

の早期発見及び予防を図り、生活習慣病予防のため指導が必要な方の事業への参加

をより一層強化していきます。 

12）不妊治療支援事業 ≪地域保健支援課≫ 

不妊に悩む方を支援するため、不妊の専門的な相談、こころの悩み相談などを引

き続き実施します。 

また、リーフレット等により、不妊に関する情報提供や正しい知識の啓発を行う

とともに、相談従事者の資質の向上を図ります。 

不妊治療のうち、医療保険が適用されない体外受精・顕微授精の不妊治療費の一

部助成を実施します。 
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基本施策２ 親子の健やかな成長のための支援 

子育てをしている親の不安を解消または軽減するため、子育てに関する情報提供や相

談体制の充実を図ります。また、各種健康診査等を通じて、子どもがより健康的な生活

を送ることができるよう支援していきます。 

 

【関連事業】 

（１）健康診査と健康診査後の支援体制の充実 

健康診査や療育体制への関心・需要が高く、求められる内容も多様化しています。

乳幼児の健康増進を図り、子育てをする親への育児支援、虐待の早期発見の場とし

ての健康診査の充実及び健康診査後の支援体制や、未受診者へのフォロー体制の充

実を図ります。 

13）乳幼児健康診査（４か月児、10か月児、１歳６か月児、３歳児） 

 ≪保健センター≫ 

市内委託医療機関にて乳幼児健康診査を引き続き実施し、受診率の向上を図りま

す。 

14）幼児歯科健康診査 ≪保健センター≫ 

市内委託医療機関にて、幼児歯科健康診査を引き続き実施します。受診率の向上

と３歳児のむし歯保有者率の低下を図るため、１歳６か月児歯科健診時に希望者に

対して２回フッ素塗布を実施します。 

15）乳幼児精密健康診査（４か月児、10か月児、１歳６か月児、３歳児） 

 ≪保健センター≫ 

乳幼児健康診査において、より精密な健康診査を行う必要があると認められた子

どもを対象に、疾病及び発達の遅れの早期発見、早期治療を図るため、委託医療機

関にて、乳幼児精密健康診査を引き続き実施します。 

16）乳幼児健康診査未受診児フォロー（４か月児、１歳６か月児、３歳児） 

 ≪保健センター≫ 

乳幼児健康診査を受診していない子どもの現在の状況や、その保護者の不安や悩

みを把握するため、アンケートを送付し、必要に応じて保健師等による家庭訪問や

電話相談などを引き続き実施します。また、アンケート返信のない未把握者の確認

を行います。 
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17）乳幼児発達健康診査 ≪保健センター≫ 

乳幼児健康診査、育児相談、電話相談などで、身体の発育・精神や言語の発達に

ついて経過観察が必要と判断された乳幼児を対象に、発育・発達を支援していくた

め、乳幼児発達健康診査を行います。発達健診後の支援体制について、関係機関と

の連携を調整していきます。 

18）乳児マス・スクリーニング検査事業 ≪地域保健支援課・保健科学課≫ 

フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常、先天性甲状腺機能低下症を早期に発

見・治療するためマス・スクリーニング検査を実施します。また、さらに多くの疾

患の検査ができるよう調査・研究を行います。 

 

（２）子どもの健康や子育てに関する相談・支援体制の充実 

社会環境の変化から、育児不安を持つ親が増加し、子育ての負担が母親に重くか

かっている状況であり、不安や悩みを解消するため、相談・支援事業の充実を図り

ます。 

19）育児相談 ≪保健センター≫ 

子どもの発達や子育て不安などに関し適切な保健指導を行い、保護者の不安の解

消や、子どもの健全な発達を促します。来所者数に応じて実施回数の増加を図り、

安全に実施するため、スタッフ数を充実させます。 

20）育児学級 ≪保健センター≫ 

乳児とその保護者を対象に、子育てについての学習、親子の遊びを通じてのふれ

あい、子育てについての悩みを話し合う等、参加した保護者同士が情報交換をでき

る機会を作ります。各区の状況に応じて実施回数や定員を増やし、希望する方が参

加できるようにします。 

21）親子教室 ≪保健センター≫ 

各区支援課と連携し、乳幼児健診や電話相談等から発達や情緒の遅れの不安があ

るお子さんとその親を対象に、集団による指導や交流ができる場を提供しています。 

また、終了後の相談の場の充実を図るため、療育機関との連携・調整を強化して

いきます。 

22）（子育てに関する）地区健康教育 ≪保健センター≫ 

保育所、児童センター、公民館、小学校等、各地区の関係機関と連携し、健康教

育を実施します。 
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23）母子訪問指導 ≪保健センター・地域保健支援課≫ 

乳幼児とその保護者の健康増進と子育て不安の解消を図るため、保健師等による

家庭訪問を引き続き実施します。 

24）ハローエンゼル訪問事業《子育て支援課》 

生後４か月までの乳児がいる家庭を対象に、地域の子育て支援経験者が訪問し、

子育てに関する情報提供や相談などを行うことにより、保護者が安心して子育てが

できる環境の整備と乳児の健全育成を図るとともに、乳児のいる家庭と地域社会を

つなぐ 初の機会を提供します。 

25）子育て不安電話相談の実施 ≪地域保健支援課≫ 

子育てが孤立化し、困りごとの相談ができずに子育ての不安を感じている親から

の相談を受けるため、専用の電話相談を実施します。また、本事業の市民への周知

と更なる相談体制の充実を図ります。 

26）保健福祉通訳ボランティア ≪保健センター≫ 

外国人に対する母子保健サービスの向上を図るため、保健指導上通訳が必要な市

民の方を対象に、保健福祉通訳ボランティアを派遣し言語通訳を行います。 

７）ふたごっちクラブ → 104ページに掲載 

９）妊産婦・新生児訪問指導 → 104ページに掲載 

 

（３）子どもの頃からの望ましい生活習慣の確立 

社会環境や生活様式の多様化により、子どもの生活リズムや、基本的な生活習慣

が乱れ、朝食の欠食などの食生活の問題や、むし歯等の健康問題が生じています。 

乳幼児期から、生活のリズムや食生活、歯・口について、正しい知識の普及や情

報の提供ができる機会を設け、望ましい生活習慣の確立を支援します。 

27）離乳食教室 ≪保健センター≫ 

保護者の離乳食に対する不安感の解消を図るとともに、子どもの様子をみながら、

段階を追って離乳食を進めるため、事業内容の充実を図ります。また、保護者に正

しい食習慣を理解してもらい、乳児の健全な育成を図ります。 

28）むし歯予防教室 ≪保健センター≫ 

むし歯のない健康な子どもの育成を図るため、望ましい生活習慣の形成等保護者

への啓発を区役所保健センターで実施します。さらに、保育所（園）等においても

保護者への啓発を重視し、実施回数の増加に積極的に取り組みます。 

 新規 
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29）保育所等職員歯科研修会 ≪地域保健支援課≫ 

保育所等の職員が主体的に口腔保健活動ができるように支援する研修会を実施

します。保健センターで実施している園児対象のむし歯予防教室と連携しながら実

施していきます。 

20）育児学級 → 107ページに掲載 

22）（子育てに関する）地区健康教育 → 107ページに掲載 

 

（４）感染症予防対策の充実 

予防接種は非常に効果の高い感染症の予防手段であるため、適切な時期の予防接

種を勧奨するとともに、妊婦健康診査において感染症に関する検査を実施します。 

また、新たな感染症や過去に流行した感染症の流行が懸念される中、感染症に対

する正しい知識を身に付けることができるよう、その流行状況や予防策について、

情報提供を行います。 

30）定期予防接種 ≪保健センター≫ 

平成24年までの麻しん排除とその後の維持を目標にした「麻しん排除計画」に

基づき、麻しん・風しんの予防接種において、教育委員会と連携し、学校での取り

組み状況等を把握した上で、期別ごとの未接種者に対する効果的な接種勧奨時期及

び勧奨内容を見直し、接種率の向上を図るとともに、市民の健康保持を図ります。 

31）感染症予防に関する健康教育 ≪疾病予防対策課≫ 

感染症発生動向に応じて、発生予防及びまん延予防のための健康教育を実施しま

す。 

また、学校独自で養護教諭等が健康教育に活用できる資料の提供や、研修等を行

います。 

32）感染症発生状況等についての情報提供 ≪疾病予防対策課・保健科学課≫ 

感染症の予防やまん延防止を目的に、感染症の流行状況や予防策を、ホームペー

ジなどで迅速に公開します。また、ホームページの内容を充実させます。 

２）妊婦健康診査 → 103ページに掲載 
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基本施策３ 親子が安心して生活できる環境づくり 

子どもの大切な命を守るため、小児救急医療体制の充実を図ります。 

また、子どもの病気に対する医療給付を行い、小児慢性特定疾患など長期の療養が必

要な子どもと家庭を支援していきます。 

 

【関連事業】 

（１）子どもの事故防止対策の推進 

乳幼児の死亡原因のうち、「ＳＩＤＳ」は減少傾向ではあるものの、「不慮の事故」

とともに依然として多いことから、乳幼児の事故防止方策や、「ＳＩＤＳ」の発生を

防ぐための方策と知識について、情報提供を行います。 

33）母親学級、離乳食教室時における事故防止対策の普及啓発 ≪保健センター≫ 

母親学級、離乳食教室時に「子どもの事故防止」、「ＳＩＤＳ」啓発用パネルを掲

示し、より多くの方に周知します。 

 

（２）小児救急医療体制の整備 

小児科医の不足等による小児救急医療の充実が叫ばれている中、初期救急と二次

救急の診療体制を確立し、正しい受診方法の普及啓発を図ります。 

34）小児救急医療体制の整備及び適正受診の促進 ≪地域医療課≫ 

重層的な小児救急医療体制の確立を図るとともに、小児救急医療機関への適正受

診を促進します。 

 

（３）子どもの病気に対する医療給付と健康支援体制の充実 

長期にわたり療養が必要な子どもに対して、経済状況等に配慮しながら医療費の

給付を行い、保護者の経済的負担を軽減するとともに、健康支援を充実させます。 

35）子育て支援医療費の助成 ≪年金医療課≫ 

０歳から中学校卒業前までの乳幼児・児童を養育している方に対し、子どもが病

気やけがで医療機関などにかかった場合に、医療費の保険診療一部負担金等の助成

を引き続き実施するとともに、制度の拡充などを国へ要望します。 

36）未熟児養育医療給付 ≪疾病予防対策課≫ 

出生児の体重が2,000g以下、医師が入院養育を必要と認めた新生児に対し、必

要な医療費の給付を実施します。 
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37）自立支援医療（育成医療）給付 ≪疾病予防対策課≫ 

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。 

38）結核児童療育医療給付 ≪疾病予防対策課≫ 

結核にかかっている子どもに対し、医療費の給付とともに入院中の療養生活の支

援を実施します。 

39）小児慢性特定疾患治療研究事業 ≪疾病予防対策課≫ 

小児の慢性疾患のうち、小児がん、腎疾患等の特定の病気（小児慢性特定疾患）

について治療研究を行い、小児慢性特定疾患に関する医療の確立と普及を図るとと

もに、患者家庭の負担を軽減するため、必要な医療費の給付を実施します。 

40）長期療養児に対する療養指導事業 ≪疾病予防対策課≫ 

病気により長期にわたり療養を必要とする子どもの健やかな成長を支援するた

め、子どもの療養生活に関する指導や、保護者同士の交流、病気についての知識の

普及を図ります。また、地域の社会資源等の情報提供を行います。 

 

 

基本施策４ 食育の推進等による心身の健全育成 

乳幼児期から生涯にわたって、健康で豊かな人間性をはぐくむために「食育」を推進

し、食の安全・安心に関する取り組みを充実させます。 

平成19年度に策定した「さいたま市食育推進計画」や「さいたま市食の安全基本方針」

に基づき毎年度策定している「食の安全基本方針アクションプラン」により、積極的に

事業を推進していきます。 

 

【関連事業】 

（１）ライフステージに応じた食育の推進 

乳幼児期から、発育・発達段階に応じた食育を推進し、子どもから親へ関心を広

げ、生活習慣病の予防につなげていきます。 

41）保育所入所児童への食育 ≪保育課≫ 

公立保育園各園に合った食育年間計画を作成し、歳児別に食育を実施します。ま

た、私立保育園にも拡大するよう働きかけを行います。 
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42）食育推進事業 ≪地域保健支援課≫ 

地域の特性を生かし、食育推進計画の目標に合わせた事業を実施していきます。 

43）生活習慣病予防普及啓発事業（食育） ≪保健センター≫ 

さいたま市食育推進計画に基づいた食育の推進を保健センター食育推進事業と

して、企画、実施していきます。また、現在区の状況に合わせて生活習慣病予防事

業の中で実施している食育関連事業を整理し、保健センターが担うべき食育事業と

して内容の充実を図ります。さらに、保護者に正しい食習慣を理解してもらい、子

どもの健全な育成を図ります。 

５）母親学級 → 104ページに掲載 

19）育児相談 → 107ページに掲載 

22）（子育てに関する）地区健康教育 → 107ページに掲載 

27）離乳食教室 → 108ページに掲載 

44）栄養教諭・学校栄養職員等向け学校訪問指導 → 112ページに掲載 

 

（２）学校における食育の推進 

生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、

学校において、食に関する様々な知識が得られ、食を選択する判断力が楽しく養え

るような学習等の取り組みを推進し、食について考える習慣を身に付けていきます。 

44）栄養教諭・学校栄養職員等向け学校訪問指導 ≪健康教育課≫ 

学校を訪問し、各学校の実情や課題に対して適切に指導助言することにより、栄

養教諭・学校栄養職員等の運営、指導面の充実を図ります。 

45）栄養教諭・学校栄養職員等向け研修 ≪健康教育課≫ 

栄養教諭・学校栄養職員等を対象とした研修会を実施し、資質の向上を図ります。 

46）栄養教諭の配置 ≪健康教育課≫ 

児童生徒への個別指導や、各教科、特別活動、総合的な学習の時間における指導、

給食の管理等を行う栄養教諭への年次研修を実施し、その資質向上を図ります。 

47）学校における食育の推進 ≪健康教育課≫ 

平成24年度までにすべての市立小・中学校で、農業体験事業の活用などにより、

「学校教育ファーム」を実施するとともに、地元生産者との情報交換会を各区で実

施し、地場産物の活用を推進し、地元産米の活用と米飯実施回数の増加を図ります。 

 新規 

 新規 

 新規 
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また、子どもたちの食への関心を高めるため、市内の地元シェフによる学校給食

を実施し、食育の推進を図ります。 

さらに、食育理解のため市民や保護者向けのシンポジウム等を開催します。 

48）生活習慣病予防学校検診 ≪健康教育課≫ 

小学校１年生、４年生、中学校１年生で、標準体重の135％（肥満度35％）以

上の者のうち、受診を希望する者に対して検診及び医師、栄養教諭・学校栄養職員

等による指導を実施します。 

また、検診終了後は、引き続き各学校において、学校栄養職員等が栄養指導を中

心とした継続指導・経過観察を行い、子どもたちの健康管理に努めます。 

 

（３）「食」の安全・安心に関する取り組みの充実 

市民が健康な生活を送ることができるよう、様々な情報を提供するとともに、監

視指導を行うなど、安全で安心できる食生活の確保に努めます。 

49）食の安全に関する情報提供・相談事業 ≪食品安全推進課≫ 

食の安全フォーラム（タウンミーティング）や、小・中学生を対象とした食品衛

生に関する啓発など、食の安全に関する「リスクコミュニケーション」を推進しま

す。 

また、夏のO157等食中毒、冬のノロウイルス対策など、食中毒予防啓発等を行

います。 

さらには、「食育なび」等を活用し、食に関する様々な情報を提供します。 

50）食の安全を確保するための監視、指導、検査 ≪食品安全推進課≫ 

食品衛生監視指導計画に基づき、高齢者・幼児等食のハイリスク者対策、食中毒

防止のため食肉の生食等防止対策を行うほか、大規模製造業や食品の物流拠点であ

る市場において、重点的かつ効率的な監視指導を行います。 

また、市内を流通する食品の安全確保のため、収去等の検体数を拡充するととも

に、検査対象食品･項目の拡充を図ります。 

42）食育推進事業 → 112ページに掲載 
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基本施策５ 青少年のこころと身体の健康づくり 

思春期における問題は、それから後の生活に大きな影響を及ぼす場合があります。 

思春期の子ども・青少年の抱える不安や悩みを解消し、心身ともに健やかに成長する

ことができるよう、相談体制の充実を図ります。 

 

【関連事業】 

（１）思春期保健相談体制の充実 

思春期におけるひきこもり・不登校等の問題は、大きな社会問題となっており、

子どもへの対応に悩む保護者も多くいます。また、集団不適応や軽度発達障害など

の相談も増加傾向にあることから、関係機関が連携して、相談体制の充実や、質的

向上を図っていきます。 

51）思春期の専門相談事業 ≪こころの健康センター≫ 

複雑困難事例に対応できるよう、職員のスキルアップを図るとともに、講演会や

グループワークを実施するほか、新たな支援プログラムの構築に取り組みます。ま

た、親の対応が子どもの精神面に与える影響が大きいことから、親の支援を目的に

したグループワークを実施します。 

52）不登校・いじめ対策 ≪指導２課≫ 

調理実習・図書館整理・清掃活動・幼稚園保育体験などの体験活動を通して、不

登校の児童生徒の豊かなこころや社会性を育成します。 

また、不登校に係る調査研究協力校の取り組みを充実させるとともに、学校訪問

を通して、校内教育相談体制の充実を図ります。さらに、スクールカウンセラーや

さわやか相談員に対し研修会等を通して資質の向上を図ります。 

53）教育相談室での電話・面接・相談事業 ≪指導２課≫ 

市内に在住する幼児から高校生、その保護者、教職員を対象として、友達とうま

くつきあえない、いじめにあっている、身体や性のことで悩んでいるなどの教育上

の課題に対応するため、力量のある相談員を増員するとともに、地域に根ざした教

育相談室で相談活動を推進します。 

54）学校精神科医・学校産婦人科医による健康相談・健康指導 ≪健康教育課≫ 

児童生徒のこころと身体の健康問題に係る、学校からの依頼に対して、学校精神

科医及び学校産婦人科医が指導や助言を行います。 
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55）子どものこころとからだの健康相談 ≪地域保健支援課≫ 

子どものこころや身体の専門医や子ども専門の心理士が、電話や面接による健康

相談を実施します。 

56）ひきこもり対策 ≪精神保健課・こころの健康センター≫ 

保健所やこころの健康センターなどにおいて、本人・家族からの相談に応じ、一

人ひとりの状況に合わせ、関係機関との連携の下で社会復帰に向けた支援を行いま

す。 

57）子どもの精神保健相談室 ≪こころの健康センター≫ 

こころの健康センター内に「子どもの精神保健相談室」を設置し、小学校高学年

から中学生までの本人や家族などを対象に、こころの問題に対する相談を実施しま

す。必要に応じ、学校や医療機関などとの連携を行います。 

 

（２）青少年の健康づくりの推進 

青少年が心身ともに健康に成長するよう、食育や薬物に関する対策を推進します。 

42）食育推進事業 → 112ページに掲載 

64）喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の推進 → 116ページに掲載 

 

 

基本施策６ 健全で安心・安全な地域環境づくりの推進 

子ども・青少年を取り巻く環境は大きく変化しており、様々な誘惑や犯罪、事故に巻

き込まれないように、関係機関が連携を図り、有害環境の浄化や、非行・問題行動の予

防・再発に努めます。 

また、地域社会が子ども・青少年を見守り、安心して地域で活動できるよう、犯罪の

ないまちづくりや人にやさしいまちづくりの推進に取り組みます。 

 

【関連事業】 

（１）有害環境の浄化 

まちには社会的に未成熟な青少年の興味を高揚する情報やモノがあふれており、

その中には青少年にとって有害なものも含まれています。 

このため、埼玉県青少年健全育成条例の趣旨を踏まえ、警察・行政・学校・事業

者・市民が連携し、青少年の非行を誘発あるいは犯罪の発生が懸念されるような有

 新規 



 

 

 

 

116 

 

害な環境の浄化に努めます。 

58）大宮駅周辺環境浄化パトロール ≪青少年育成課≫ 

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を実施します。 

59）屋外広告物適正化推進事業 ≪都市計画課≫ 

屋外広告物についての規制や意識啓発を行うとともに、ボランティア団体との協

働による違反広告物の撤去等を実施し、屋外広告物の適正化を推進することで、青

少年に悪影響を与える環境の浄化を図ります。 

 

（２）問題行動・非行の防止 

近年、青少年が犯罪の被害者・加害者になるケースが目立つようになっています。 

また、喫煙や飲酒の低年齢化や、青少年への薬物汚染なども問題になっています。 

家庭・地域・学校が連携を図り、青少年の問題行動の早期発見や非行の防止、指

導の徹底に努め、青少年の非行を抑制します。 

60）青少年育成巡回活動 ≪青少年育成課≫ 

青少年の非行防止と安全確保、並びに地域環境の整備を図るため、各地域におい

て巡回活動を実施します。 

61）社会を明るくする運動・青少年非行根絶キャンペーン 

 ≪見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区福祉課≫ 

社会を明るくする運動・青少年非行根絶キャンペーンの趣旨を幅広く訴え、意識

の高揚を図るため、社会を明るくする運動強調月間及び非行問題に取り組む特別強

調月間に、青少年健全育成にかかわる団体等が、駅周辺で啓発活動を実施します。 

62）非行防止対策の推進 ≪青少年育成課≫ 

学校・警察・青少年育成団体等と連携し、地域における巡回活動・街頭補導・キ

ャンペーンなどを実施して、地域の環境浄化や非行防止活動などを推進します。 

63）「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用防止運動 Ｊリーグキャンペーン ≪環境薬事課≫ 

浦和レッドダイヤモンズ及び関係機関の協力を得て、Ｊリーグサッカー観戦の来

場者に対し、啓発資材の配布、キャンペーン用横断幕の掲示等薬物乱用防止の啓発

活動を実施します。 

64）喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の推進 ≪健康教育課≫ 

小・中学生に対して、薬物乱用（喫煙、飲酒も含む）防止に関するアイデア及び

感想文を募集し、優秀作品について表彰するとともに、ＰＴＡ・教職員に対し、薬



 

 

 

さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン 

117 

 

物乱用防止に関する講演会を開催します。 

また、喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関するパンフレット等を配布するとともに各

学校の児童生徒の実態に応じて、薬物乱用防止教室を実施します。 

65）放置自転車対策事業 ≪都市交通課≫ 

小学生を対象に、放置自転車追放の啓発ポスターコンクールを実施し、放置自転

車への問題意識を高めることで、青少年の自転車駐輪に対する正しい行動を促しま

す。 

66）青少年健全育成研修会 ≪青少年育成課≫ 

すべての市民が青少年の健全育成に関心を持ち、学校・家庭・地域がそれぞれの

立場から協働して青少年の健全育成に取り組めるよう、広く市民に対する青少年健

全育成研修会を開催します。 

67）青少年育成推進大会 ≪青少年育成課≫ 

青少年健全育成の全市的な気運を高めるため、青少年団体及び個人の業績を表彰

し、青少年健全育成活動の振興を図ります。 

68）有害な図書等の規制 ≪青少年育成課≫ 

埼玉県が、埼玉県青少年健全育成条例に基づき、コンビニや自動販売機などにあ

る、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書やビデオ、玩具を指定し規制

していることに協力し、推進します。 

295）青少年健全育成地域の集い事業 → 164ページに掲載 

 

（３）安心・安全なまちづくりの推進 

地域社会全体が子ども・青少年の成長を見守り、子ども・青少年がのびのびと地

域で活動できるよう、交通事故や犯罪の発生防止に努めます。 

69）さいたま市交通指導員設置事業 ≪交通防犯課≫ 

児童・生徒の朝の登校時における交通安全・交通事故防止のために配置している

「さいたま市交通指導員」の、更なる人員充実を図るとともに、研修会や実地指導

の場を積極的に提供し、その資質向上に努めることで、地域ぐるみで見守る子ども

たちの安心・安全な登校を推進します。 

70）学校安全ネットワークの構築 ≪健康教育課≫ 

すべての小学校において、不審者の侵入を防ぎ、児童の安全を確保するため、学

校防犯ボランティアを配置するとともに、学校安全ネットワークを充実させること
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で、子どもたちの安全を確保します。 

71）警備員の配置 ≪健康教育課≫ 

不審者の犯罪被害から子どもを守る対策として、市立小学校及び特別支援学校に

警備員を配置します。 

72）交通安全施設設置事業 ≪交通防犯課≫ 

交通安全施設として、道路照明灯を年間1,400灯、道路反射鏡を年間400基設

置し、子どもや市民の生活安全を守ります。また、道路照明灯のＬＥＤ化を推進す

るため、計画的にＬＥＤ照明灯を設置し、エコ社会化に貢献します。 

73）あんしん歩行エリアの整備 ≪道路環境課≫ 

市街地内の事故発生率が高い地域について、毎年２地区ずつ「あんしん歩行エリ

ア」の整備を行うとともに、公安委員会と連携した面的・総合的な交通安全対策を

進めることで、歩行時の子どもの安全を確保します。 

74）歩道整備事業 ≪道路環境課≫ 

自動車や自転車、歩行者の交通量が多く、通行に危険な区間や学童の通学路とな

っている区間について歩道を設置し、安全な通行路、通学路を確保することで、交

通事故を防止します。 

75）防犯対策事業 ≪交通防犯課・10区コミュニティ課≫ 

自主防犯活動の支援、青色防犯パトロールの実施、地域防犯ステーションの活

用・整備を行うとともに、自主防犯活動団体の意識向上や防犯対策の強化を図り、

犯罪の抑制や地域で子どもの安全を守る体制を推進します。（交通防犯課） 

防犯啓発と地域の治安向上を目指し、区役所職員が「青色回転灯搭載車」を運行

し、子どもたちの下校時間に合わせて防犯パトロールを行います。 

また、区における各団体と連携し防犯講演会や講習会などを実施し、地域で子ど

もの安全を見守る体制を支援します。（10区コミュニティ課） 

76）交通安全教室事業 ≪交通防犯課≫ 

幼児や小学生を対象に交通安全教室を実施し、子どもたちに対してわかりやすく

交通ルールを説明し、安全意識を啓発することで、子どもたちが正しい交通ルール

の実践を図り、自らの身を自身で守れるように支援します。 

77）子ども自転車実技試験事業 ≪見沼区くらし応援室≫ 

小学校の校庭に設定された擬似道路において、子どもたちが自転車の発進や横断

歩道の渡り方を学び、一時停止標識のある場合の対応などの課題に挑戦します。 

また、自転車の乗り方に関する法令から出題される学科問題10問に挑戦します。 
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78）ヒヤリハットマップ・防犯安全マップの作製 

 ≪桜区くらし応援室・緑区コミュニティ課≫ 

通学路の危険箇所の現地調査、専門家の講評などを基に、区内小学校区単位でヒ

ヤリハットマップ・防犯安全マップを作製します。 

79）東浦和駅前クリスマスツリー点灯式事業 ≪緑区コミュニティ課≫ 

区内の地域経済活性化を目的とし、区民が安心・安全に暮らせるようにと願いを

込めてクリスマスツリー点灯式を実施します。また、区内小・中学生による楽器演

奏を行います。 

80）自転車による保育園や幼稚園などへの安全な送迎を支援 

 ≪道路環境課・交通防犯課・都市交通課≫ 

自転車で保育園や幼稚園へ子どもを送迎する時や、ショッピングに出かける時な

ど、安全・利便に移動できるよう、幹線道路の歩道整備を進めます。また、安全基

準を満たした「幼児2人同乗自転車」の使用及び安全利用について広報・啓発を行

うほか、その規格に対応した駐輪場を整備し、子どもの安全を守るとともに、安心

して外出できる環境づくりを進めます。 

81）青少年への声かけの推進 ≪青少年育成課≫ 

登下校時や巡回活動時において、地域の方々による声かけを推進し、子どもたち

の安全を見守るとともに、地域とのつながりを深めることで、青少年の健全育成を

図ります。 

213）街区公園の整備 → 148ページに掲載 

214）身近な公園・広場の整備 → 148ページに掲載 

 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 
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基本施策７ 子どもたちや青少年が安心して過ごせる居場所づくり 

子ども・青少年が健やかに、たくましく育つことができるよう、身近な公園、自然と

ふれあえる施設や空間を充実させるとともに、安全な都市環境に配慮し、子ども・青少

年が安心して過ごせる“場”を整備します。 

 

【関連事業】 

82）放課後チャレンジスクール（旧放課後子ども教室） ≪青少年育成課≫ 

放課後や週末等に、小学校等を活用し安心・安全な子どもの活動拠点を設けるこ

とにより、地域の方々の参画を得ながら、子ども達がスポーツや文化活動、地域住

民との交流活動等を通じ、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。ま

た、「さいたま土曜チャレンジスクール」と一体的に整備・拡充し、全小学校区で

の実施を目指します。 

  

平成21年度 平成26年度 

20か所 
102か所 

（全小学校区） 

83）放課後子どもプランの推進 ≪青少年育成課≫ 

平成20年度に策定した、さいたま市放課後子どもプラン事業計画に基づき、留

守家庭児童を対象とした放課後児童クラブと、すべての子どもを対象とした放課後

チャレンジスクール（旧放課後子ども教室）を連携して実施していきます。 

84）余裕教室の整備活用 ≪学校施設課≫ 

安心・安全な教育環境を提供するため、学校の施設整備を計画的かつ効率的に進

めるとともに、余裕教室を社会教育施設や社会福祉施設として市民に開放するなど、

学校施設の有効利用を図ります。 

85）児童センター ≪青少年育成課≫ 

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 低1館設置することを目標とし、未整備区である浦和区・緑区を優先

することとしますが、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。 

 

平成21年度 平成26年度 

16か所 19か所 
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 新規 
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86）青少年活動センター運営事業 ≪青少年育成課≫ 

青少年団体の活性化や地域の発展を図るため、青少年の健全育成を目的とする団

体に活動の場を提供します。 

87）グリーンライフ猿花キャンプ場運営事業 ≪青少年育成課≫ 

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。 

88）青少年のための活動拠点のあり方についての調査・検討 ≪青少年育成課≫ 

青少年・青少年団体が自主的に活動・研修等ができる「青少年の居場所」や青少

年に対する相談事業、青少年補導等の活動拠点の設置について検討します。 

213）街区公園の整備 → 148ページに掲載 

214）身近な公園・広場の整備 → 148ページに掲載 

236）学校５日制対応事業 → 153ページに掲載 

 



 

 

 

 

122 

 

２ 子ども・青少年が育つすべての家庭を支援する仕組みづくり 

 

基本施策１ 子育て支援体制の整備 

子育てをしている家庭の負担感や不安感を軽減するために、様々な支援策を充実させ

るとともに、多様なニーズに対応できるよう、市レベル・区レベル・地域レベルの子育

て支援体制の整備を進めます。 

また、地域の中で子育てを支援する体制や市民の自発的・主体的な活動、ボランティ

ア活動の支援を行い、様々なコミュニティづくりや交流事業を進め、地域と子ども・青

少年のふれあいを促進します。 

 

【関連事業】 

（１）市レベルの支援体制の整備 

本市のすべての子育て家庭が安心して子育てできるよう、市レベルで市民・事業

者・行政の連携を推進するため、子育て支援ネットワークの充実を図ります。 

89）子育て支援拠点の整備 ≪子育て企画課≫ 

子育て中の方が子どもを連れて気軽に集まり、情報交換や友達づくり・相談など

ができる子育て支援センターや「のびのびルーム」、子どもや保護者が交流し、地

域活動を支援する児童センター等を整備するとともに、地区社会福祉協議会や、民

生委員・児童委員協議会、育児サークルなどが実施する子育てサロン活動を推進し、

市民が利用しやすい小学校区を単位として、子育て支援拠点の適正配置を図ります。 

 

平成21年度 平成26年度 

小学校区の約70％ 小学校区の約83％ 

90）子育て支援総合コーディネート事業 ≪子育て支援課≫ 

地域の子育て事情や制度に精通した「子育て支援総合コーディネーター」が子育

てに関する情報を提供する「子育て応援ダイヤル」を運営し、多彩に展開されてい

る子育て支援事業の中から、すばやく市民に必要な情報を提供します。 

91）さいたま子育てＷＥＢ ≪子育て支援課≫ 

市内の子育て支援制度や施設情報、子育て支援団体の情報を提供するほか、子育

て相談や掲示板機能を備えた「子育てＷＥＢ」を管理・運営することで、だれもが

手軽に子育て支援に関する情報を収集し、多彩に展開されている子育て支援事業の

中から必要なものを選択できる環境を整えます。 

 新規 
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また、サービス情報の収集･提供を強化するとともに、市民や子育て支援ネット

ワークの構成員が、各情報を参照し、瞬時に適切な情報を得られるよう、利便性と

機能の改善を図ります。 

92）子育て支援ネットワーク ≪子育て企画課・子育て支援課・青少年育成課≫ 

子育て支援ネットワークの適切な運営に努めるとともに、同ネットワークの機能

強化を目指し、ネットワークの構成員に対し、その各々が市民の視点から適切な連

携が図れるよう、その技能や意識の向上に向けた指導を推進します。 

また、本ネットワークの構成員の拡充を図り、子ども・若者支援地域協議会とし

ての機能を持たせます。 
 

【子育て支援ネットワーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本ネットワークは、「子ども・若者育成支援推進法」に基づく『地域における子ども・若者育成支援
ネットワーク（地域協議会）』として位置付ける。 

※（仮称）子ども総合センターは、「子ども・若者育成支援推進法」に基づく『子ども・若者総合相談
センター』として位置付ける。 

区
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

所管 

子ども会・青少年育成各地区会 

民生・児童委員 

保健センター 
公民館 

地域子育て支援センター

児童センター 

（仮称）子ども総合センター 

区（10区） 

市社会福祉協議会 

学識経験者 

子育て支援課 

生涯学習総合センター

子育て支援センター

保健センター 

保健所 

【区子育て支援ネットワークの本部として】

 区の「家庭児童相談員」を区の本部とし

て位置づけ、区レベルの子どもに関する

総合相談を実施 

 地域の担い手からの情報集約、各施

設・担い手に向けた情報提供

子育てサークル 

障害児通園施設

教育研究所 

医療機関 

社会福祉事業団 

ＮＰＯ・ボランティア 

療育センター 

小学校・中学校 

ハローワーク

市
子
育
て
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

【市子育て支援ネットワークの本部として】 

 各機関、区子育て支援ネットワークからの情

報集約、各機関に向けた情報提供 

 各機関、地域の機関への研修の企画・実施 

 ＩＰＷ推進、検証、改善 

 専門機関の経験・ノウハウ提供 

 相談対応、子育て支援に関する施策の企

画・調整  等 

市民団体 

幼稚園・保育園 

区社会福祉協議会 

ＮＰＯ・ボランティア

保護観察所 

こころの健康センター児童相談所 

教育相談本部・教育相談室 
特別支援相談センター 

子どもケアホーム 

少年サポートセンター総合療育センター 
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93）子育て応援ブック ≪子育て支援課≫ 

子育て支援制度や施設情報などをよりわかりやすく、見やすく「子育て応援ブッ

ク」としてまとめ、各窓口で配布することで、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ます。 

94）ファミリー・サポート・センター事業 ≪子育て支援課≫ 

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と、育児の援助を行いたい人（提供会員）

の会員組織で、会員相互による援助活動をサポートするファミリー・サポート・セ

ンターの事業委託を検討し、より円滑な支援活動を行えるようにすることで、仕事

による臨時的・一時的な保育ニーズに対応し、仕事と育児の両立を支援します。 

また、「病児・緊急サポート事業」の実施について検討し、仕事と子育ての両立

における課題のひとつである、子どもの病気など不測の事態に対応できるような体

制を整備します。 

95）子育てヘルパー派遣事業 ≪子育て支援課≫ 

保護者が体調不良で、昼間、家事や育児の手伝いをしてくれる方がいない等、一

定条件を満たす子育て家庭に、保護者の在宅時にホームヘルパーを派遣し、家事・

育児援助を行う事業を実施します。また、本事業の更なる周知に努めるとともに、

援助内容や援助要件、利用料金等について再検討し、利用者の拡大、利用の促進を

図ります。 

96）子どもショートステイ事業 ≪子育て支援課≫ 

保護者の病気や入院、災害、事故などにより、児童の養育が困難になった場合な

ど、児童養護施設などにおいて一時的に児童を短期間（7日以内）預かるショート

ステイ事業を実施し、緊急時における子育ての負担を解消します。 

 

平成21年度 平成26年度 

５か所 7か所 

97）子育て・家庭教育の支援 ≪生涯学習振興課≫ 

家庭教育力の向上を支援するため、小・中学生の保護者を対象として、子どもを

取り巻く社会環境への理解を深め、子どもとのかかわり方について考える学習の機

会や場づくりを進めます。 

98）専門相談機能の集約と「なんでも相談窓口」の設置 ≪子育て企画課≫ 

（仮称）子ども総合センターに、児童相談所・こころの健康センター・子どもサ

ポートステーション等を一体的に設け、縦割を廃した「なんでも相談窓口」を設置

し、子ども・青少年や家庭からの相談に、複数の専門機関が協働して一体的に応じ

 新規 



 

 

 

さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン 

125 

 

られるようにします。 

 

（２）区レベルの支援体制の整備 

区役所・保健センター・単独型子育て支援センターなど区レベルの拠点で、子育

てに関する情報の提供、子育て相談、子育て家庭同士の交流機会の提供などを行い

ます。 

99）単独型子育て支援センターの拡充 ≪子育て支援課≫ 

親子のふれあい、親同士の出会いの場、育児相談や子育てに係る情報提供を行う

場として、区内全域から広く市民の利用が見込まれる子育て支援センターを、各区

に1か所整備し、子育ての不安感・負担感の軽減を図るとともに、すべての単独型

子育て支援センターで土曜日の開所を実施しながら利用機会を拡大し、父親の育児

参加を推進します。 

 

平成21年度 平成26年度 

7か所 10か所 

100）一時預かり事業（子育て支援センター） ≪子育て支援課≫ 

育児疲れのリフレッシュ、買い物、通院など、短時間子どもと離れて用事を済ま

せたいときに子どもを預かる一時預かり事業を、交通の便の良い単独型子育て支援

センターで始めます。 

101）各区子育てガイドマップの配布 ≪子育て支援課≫ 

地域の子育て支援施設や子育てサークルの情報などを掲載した「子育てきっかけ

応援ブック」をより充実した内容で提供することで、仲間づくりや育児相談の場に

出かけるきっかけを作り、育児不安・負担の解消を目指します。 

102）子育て相談 ≪子育て支援課≫ 

各区役所で実施している家庭児童相談において、相談員の資質、問題処理能力、

技術等を向上させ、関連機関との連携強化を図ることで、子育てに関する相談体制

を強化し、保護者の子育てに対する不安を解消します。 

103）ブックスタート事業 ≪子育て支援課≫ 

図書館職員などが読み聞かせのアドバイスを行いながら、絵本を介した親子のふ

れあいを推進するブックスタート事業について、図書館によるアフターフォローや

ボランティア、主任児童委員の協力について検討し、地域密着事業として推進して

いくことで、親子のコミュニケーション力の向上、地域で子育てを応援する環境づ

くりを推進します。 

 新規 
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85）児童センター → 120ページに掲載 

 

（３）地域レベルの支援体制の整備 

子育て家庭の負担感・不安感の軽減や、子育てを楽しく行える環境づくりを行う

ため、地域バランスを考慮しながら身近な場所に、のびのびルーム、保育所併設型

子育て支援センター、子育てサロンなどを整備し、居場所づくりや仲間づくりを応

援します。 

104）のびのびルーム ≪子育て支援課≫ 

放課後児童クラブの午前中の空き時間を利用し、親子の集いの場、遊びの場とし

て実施している「のびのびルーム」を、類似の場と整理・統合を行いながら整備す

ることで、各地域における集いの場の利用度を高め、より身近な生活の場での子育

て支援体制を構築します。 

105）保育所併設型子育て支援センター ≪保育課≫ 

育児相談、子育て中の保護者の仲間づくりを進めるため、子育てサークルの育成

支援、子育てサロンの開設などを実施する、地域に密着した保育所併設型子育て支

援センターを拡充し、事業内容の充実を図ります。 

 

平成21年度 平成26年度 

40か所 51か所 

106）公民館における子育てセミナー・サロンなど 

 ≪生涯学習総合センター・公民館≫ 

地区公民館や生涯学習総合センターにおいて、子育てセミナー、子育てサロン等、

子育て世帯により身近な集いの場を提供することで、子育ての不安・負担の軽減、

子育てスキルの向上を図ります。 

107）保育所地域活動 ≪保育課≫ 

保育所を地域に開かれた社会資源として活用し、子育て家庭への支援を行うため、

０～３歳までの子どもと保護者を対象に保育所の園庭を開放する「なかよし広場」

について、さらに魅力あるものとするため内容の充実を図ります。 

108）地域健康福祉連絡会の設置・運営 ≪福祉総務課≫ 

健康福祉地区内のボランティア団体、民生委員・児童委員、食生活改善推進員、

社会福祉法人などが、それぞれの活動や支援情報を必要に応じて共有するとともに、

地区内の健康福祉ニーズの把握や改善の検討、関係機関との連絡・調整などを行え

るよう、「地域福祉行動計画」の策定、地域福祉コーディネーターの配置がなされ
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た健康福祉地区には、地域福祉を活性化させるための新たな取り組みができるよう

支援しながら、「地域健康福祉連絡会」の設置を進めます。 

また、新たに、地域福祉行動計画を策定する地区では、「地域ケア」、「見守り支

援ネットワーク」に関する取り組みを盛り込めるよう働きかけていきます。 

109）健康福祉推進員制度の確立 ≪福祉総務課≫ 

健康福祉地区内の地域健康福祉連絡会の運営や、市民全体の健康福祉活動のつな

ぎ役を担う健康福祉推進員を健康福祉地区ごとに配置できるよう支援します。 

また、健康福祉推進員に望まれる役割としての、地域における課題の整理、改善

計画の立案、事業実施の調整が円滑に実施できるようスキルアップを図るとともに、

「ふれあい福祉基金運用補助事業」等の各種地域福祉推進制度を活用できるよう働

きかけを行います。 

110）健康福祉地区における子育て活動の支援 ≪子育て支援課≫ 

健康福祉地区において、子どもを守り・育てる地域福祉活動が推進され、特に、

地域とのコミュニケーションを取ることが難しい援護を必要とする方々の子育て

を支えることができるよう、各地区が「地域福祉行動計画」を策定する際、児童委

員を含む地域健康福祉連絡会の子育てに係る取り組みが具現化し、それが地域で継

続的に展開されるよう啓発を図ります。 

111）世代間交流事業の充実 ≪高齢福祉課≫ 

高齢者の生きがいと積極的な社会参加、青少年の健全育成を促進するため、５歳

から中学生までの児童と60歳以上の高齢者が、ともに参加するスポーツ・レクリ

エーションやおもちゃ作りなどのふれあい事業に助成し、また、助成制度の周知、

活用を図りながら、更なる世代間の交流を促進します。 

112）家庭教育学級事業 ≪公民館≫ 

学校、ＰＴＡと連携し、地区公民館において、家庭教育学級を実施し、家庭の教

育力の向上と地域社会の活性化を促進します。また、親の学習について調査・研究

するとともに、親自身の学習のありかたを検討する委員会を設け、親の学習プログ

ラムの作成や親学アドバイザーの育成、親の学習講座の実施について検討し、親の

学習力の強化を促進し、子育てに関する不安を減少させ、安心して子育てができる

よう支援します。 

113）子育て支援情報交換会 ≪見沼区支援課≫ 

区内の子育て支援事業に携わる機関同士が相互に連携し、情報交換を図るため、

見沼区子育て支援情報交換会を開催します。また、「子育てはじめましてサロン」

を毎月1回開催します。 

 新規 
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（４）子育てを地域社会で支えている方への支援体制の整備 

地域と家庭が連携して子育てを行うには、民生委員・児童委員、自治会、婦人会、

老人クラブ、子ども会、子育てサークル、ＰＴＡ、商店会、ボランティア、ＮＰＯ

団体、福祉団体など、地域社会の様々な人材や組織の協力が不可欠であることから、

これら担い手の方々への支援を推進していきます。 

114）民生委員・児童委員の活動への支援 ≪福祉総務課≫ 

地域において様々な相談対応や援助を行うなど、地域福祉の推進に努める民生委

員・児童委員の活動強化や資質向上を促進するため、民生児童委員協議会及び各種

研修の内容を充実させます。 

115）地域福祉におけるボランティア・ＮＰＯなどの活動支援 ≪福祉総務課≫ 

ボランティアセンター、地域福祉情報・研修センターの機能を、関係団体の連携

のもとに拡充し、ボランティア・ＮＰＯ・ＮＧＯ活動の推進のため、情報の提供、

育成援助、活動の場の提供、需要の調整などを実施します。 

また、市内の地域健康福祉活動の充実を目指し、ボランティア・ＮＰＯ・ＮＧＯ

団体や福祉団体が安定的な運営と効率的な事業の執行を確保することができるよ

う、ふれあい福祉基金を活用して助成を行うとともに、各区のボランティアセンタ

ー機能の充実を支援します。 

116）市民活動の支援 《市民活動支援室》 

市民活動サポートセンターにおいて、市民や市民活動団体に対し、活動の場や交

流・学習の機会の提供、市民活動に有益な情報の発信等、多様な支援を行うととも

に、市民の資源と市の資源を出し合って造成する基金を活用して、市民活動団体に

財政支援を行うマッチングファンド制度を実施します。 

117）ボランティアセンターなどの活動促進 ≪福祉総務課≫ 

ボランティアの養成・確保や活動の活性化のため、市社会福祉協議会が設置運営

するボランティアセンター機能の充実を支援するとともに、地域福祉活動の担い手

の育成や総合的な福祉関連情報の提供機能を確立し、その機能の充実を図ります。 

118）生涯学習関連施設での人材活用促進 ≪生涯学習振興課≫ 

地域づくりの人材について、公民館・地域レベルの施設における主催事業や自主

企画事業などで、その活用を促進します。 

また、公民館など、生涯学習関連施設での活動を足がかりに、活躍の場を広げて

いけるよう支援します。 

 

 新規 
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119）商店街振興事業 ≪商工振興課≫ 

商店街や、商店街と連携する社会福祉法人・ＮＰＯ法人等が、商店街の空き店舗

を活用して行う子育てサロンなどに対し「さいたま市商店街活性化推進事業（空き

店舗活用型）」により助成を行い、地域の活性化、コミュニティの形成、充実を図

ります。 

 

 

基本施策２ 子育て家庭への経済的支援 

子どもを安心して生み育てるためには、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることが

重要であることから、国の動向を注視しながら、子育てにかかる費用軽減のための直接

的・間接的な支援を行います。 

 

【関連事業】 

120）子ども手当（児童手当） ≪子育て支援課≫ 

子育て家庭の経済的負担の軽減や少子化対策の一環として支給される手当の制

度啓発を充実させるとともに、円滑な事業運営を行い、対象となるすべての家庭が

スムーズに支援を受けられるような体制を作ります。 

121）助産の実施 ≪子育て支援課≫ 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由で出産費が支払えない場合、指

定された助産施設において入院助産を行います。入所要件を満たす場合には、生活

保護受給の有無を問わずに助産を実施することで、すべての人が安心・安全に出産

ができるよう支援します。 

122）幼稚園就園の支援 ≪保育課≫ 

幼稚園に通園している園児の保護者に対し、市町村民税額が一定限度以下の家庭

に就園奨励費補助金を支給するほか、私立幼稚園に通園している園児の保護者に私

立幼稚園園児教育費助成金を交付します。 

123）就学援助 ≪学事課≫ 

経済的な理由により就学困難と認められる小・中学生の保護者に対して、学用品

費・給食費・医療費などの一部を援助します。 

124）外国人学校児童生徒保護者への補助金交付 ≪学事課≫ 

外国人学校に在籍する児童生徒の保護者に補助金を交付します。 
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125）交通遺児等奨学金の支給 ≪学事課≫ 

父母などが交通事故により死亡または心身に著しい障害がある状態となった場

合、その遺児などの保護者に対して奨学金を支給します。 

126）入学準備金・奨学金の貸付 ≪学事課≫ 

学ぶ意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な高校生・大学生などに、

無利子で入学準備金や奨学金の貸付けを行います。 

35）子育て支援医療費の助成 → 110ページに掲載 

 

 

基本施策３ ひとり親家庭等への支援 

ひとり親家庭は増加傾向にあることから、経済的・精神的負担などの軽減を図るため、

各種助成の充実を図るとともに、在宅サービスの提供など、日常生活を支援する施策の

充実に努め、ひとり親家庭が安定した生活を送り自立できるように支援します。 

 

【関連事業】 

（１）子育て・生活支援策の充実 

ひとり親家庭等の子育てにかかる時間的・経済的負担は大きく、更なる直接的・

間接的な支援の充実を図ります。 

127）母子生活支援施設における支援 ≪子育て支援課≫ 

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、より

多くの家庭が入所できるよう施設の修繕を行い、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。 

128）保育所、放課後児童クラブの優先利用 ≪保育課、青少年育成課≫ 

ひとり親が、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、保育所の入所及び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。 

129）母子緊急一時保護事業 ≪子育て支援課≫ 

緊急に保護を要する母子を母子生活支援施設に入所させ、当面必要な保護を行う

母子緊急一時保護事業を推進します。 
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130）市営住宅における母子世帯等の入居の優遇 ≪住宅課≫ 

市営住宅において、母子世帯・生活保護世帯・高齢者や障害者の入居の優遇を実

施し、ひとり親家庭等への経済的負担の軽減を行います。 

131）さいたま市入居支援制度 ≪住宅課≫ 

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、

「情報提供」と「家賃債務保証」により、入居を支援します。 

95）子育てヘルパー派遣事業 → 124ページに掲載 

 

（２）就業支援策の推進 

ひとり親家庭等の自立のために、民間企業とともに、各種支援制度の充実を図り

ます。また、国の動向を注視し、他政令市との連携も図っていきます。 

132）母子家庭等就業・自立支援センター事業 ≪子育て支援課≫ 

相談から情報提供まで、一貫した就労支援サービスを提供するとともに、生活安

定のための専門家による相談等を行う母子家庭等就業・自立支援センター事業を行

い、母子家庭の母親などの就業・自立を促進します。また、更なる事業の周知を図

るとともに、母子家庭に対する就労支援・相談業務等の充実など、積極的な就労支

援を行うことで、すべての母子家庭の母親が経済的に自立し、安定した環境で子育

てができるよう支援します。 

133）就業に向けた能力開発支援 ≪子育て支援課≫ 

母子家庭の母親の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を

受講した場合に経費の一部を助成する自立支援教育訓練給付金制度を実施するほ

か、就職に有利な資格取得のため、２年以上養成機関に通う場合に高等技能訓練促

進費を支給し、生活の負担軽減を図ると同時に就業に向けての支援を強化し、母子

家庭の経済的自立を支援します。 

 

（３）養育費確保・相談体制等の充実 

ひとり親家庭等の相談件数は増加しており、更なる支援が必要となっていること

から、情報提供に努めるとともに、より相談しやすい体制の充実を図ります。 

134）母子自立支援員による相談事業 ≪子育て支援課≫ 

母子家庭や寡婦の方を対象とした生活相談を行うほか、子どもの修学資金等、福

祉資金の貸付に関する相談や、職業能力の向上に関する就業支援を行い、母子家庭

の自立につながる長期的な視点に立った相談体制の充実を図ります。 

 新規 
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135）養育費取得に関する情報提供と相談の実施 ≪子育て支援課≫ 

養育費取得に関する相談機関や各種支援策などの情報提供を行うほか、母子家庭

等就業・自立支援センターで養育費相談を実施し、ひとり親家庭の経済的負担軽減

を支援します。 

102）子育て相談 → 125ページに掲載 

 

（４）経済的支援 

近年の景気低迷の中、養育費の確保が難しくなっていることから、経済的支援制

度について市民に周知するとともに、必要とするすべての方が制度を利用できるよ

うにします。 

136）児童扶養手当 ≪子育て支援課≫ 

父親のいない家庭や、父親が一定の障害の状態にある家庭の、生活の安定・自立

の促進を図るため、一定の所得を超えない母子家庭等に児童扶養手当を支給するほ

か、父子家庭も手当の対象となった場合には、速やかに手当の支給を開始し、すべ

てのひとり親家庭を支援します。 

137）ひとり親家庭などへの医療費の支給 ≪年金医療課≫ 

一定の所得を超えない母子家庭・父子家庭・父または母が障害者である家庭など

のいわゆる「ひとり親家庭など」に対し、医療費の保険診療一部負担金等を助成し

ます。 

138）母子・寡婦福祉資金貸付制度の実施 ≪子育て支援課≫ 

母子や寡婦に対して、必要な資金を貸す母子・寡婦福祉資金制度を推進し、母子

家庭の母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。 

139）ひとり親家庭児童就学支度金支給制度 ≪子育て支援課≫ 

小学校または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

（生活保護世帯を除く）のひとり親家庭に、児童の入学準備に必要な経費の一部を

助成し、ひとり親家庭の経済的負担を軽減します。 
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基本施策４ 家庭・地域における男女共同参画の促進 

男女が互いに生き方を尊重し合い、地域とつながりながら、主体的に子育てをしてい

くため、また、互いの人格が尊重された家庭・地域社会で子どもが成長していけるよう、

家庭・地域社会における男女共同参画を促進します。 

 

【関連事業】 

（１）子育てへの男女共同参画の促進 

男女が互いに生き方を尊重し合いながら主体的に子育てに参加し、地域社会とつ

ながりながらその責任をともに担っていくため、男女共同参画意識の醸成、両親で

の子育てを促す機会の提供、また、ワーク・ライフ・バランス普及・啓発などを行

い、子育ての男女共同参画の促進を図ります。 

140）男女共同参画に関する法令の周知 ≪男女共同参画課≫ 

市民や事業者の男女共同参画に対する理解を深めるため、男女共同参画社会基本

法、ＤＶ防止法、男女雇用機会均等法などの男女共同参画に関する法律並びに、さ

いたま市男女共同参画のまちづくり条例に関する情報を定期的、継続的に提供しま

す。 

141）男女共同参画の視点からの慣行の見直し ≪男女共同参画課≫ 

性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会制度や慣行を見直し、市

民の男女平等意識の向上を図るため、男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢

～」等により、啓発・情報提供を行います。 

142）ＮＰＯ・ボランティア等の活動への参加促進 ≪男女共同参画課≫ 

男女共同参画に関連したＮＰＯ・ボランティア活動への市民参加促進のための情

報の収集・提供をするとともに、関連団体との連携による講座を開催します。 

143）男女共同参画に関する講座・講演会の開催 ≪男女共同参画課≫ 

男女共同参画に関する講座・セミナーを開催し、市民が男女共同参画に関する知

識と理解を深める機会を提供します。 

144）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する講座の開催 

 ≪男女共同参画課≫ 

仕事と生活（家事・育児・介護・地域活動・趣味など）との両立に関する講座や、

男女がともに家庭的責任を担うことへの理解を深めるための講座を開催します。 

 

 新規 
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145）男性のための講座の開催 ≪男女共同参画課≫ 

これまで仕事中心の生活を送ることの多かった男性を対象に、家庭・地域生活へ

の参加を促進するための講座を開催します。 

146）父親の１日保育士・教諭体験 ≪保育課≫ 

父親の子育て参加を応援するため、認可保育所・幼稚園・ナーサリールーム・家

庭保育室で保育士等の業務補助を行う、父親の１日保育体験を実施します。 

99）単独型子育て支援センターの拡充 → 125ページに掲載 

112）家庭教育学級事業 → 127ページに掲載 

177）ワーク・ライフ・バランス会議の開催 → 141ページに掲載 

178）八都県市共同でのワーク・ライフ・バランス推進 → 141ページに掲載 

179）ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティに関する情報提供 → 141ページに掲載 

 

（２）女性に対する暴力のないまちづくり 

配偶者などからの暴力は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなるとと

もに、子どもの前で暴力が行われることは、子どもに著しい心理的外傷を与えるこ

ととなります。そのため、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関する意識啓

発や相談体制の整備を図ります。 

147）ＤＶ防止法の啓発 ≪男女共同参画課≫ 

男女共同参画社会情報誌「You＆Me～夢～」等において、ＤＶに関するコラム

や相談内容などの情報を、定期的、継続的に市民に提供することで、ＤＶに対する

認識や防止への意識を向上させ、ＤＶの根絶を目指します。 

また、若年層を対象とする啓発活動を推進します。 

148）ＤＶ相談事業の充実 ≪男女共同参画課≫ 

女性の悩み相談を実施し、ＤＶ被害者の相談に応じ、自立支援に必要な情報提供

を行います。一人で悩むことなく、相談機関を利用するよう、広く周知を図ります。 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 

 新規 
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３ 働きながら子育てをしている家庭を支援する体制づくり 

 

基本施策１ 多様な保育サービスなどの充実 

子育てと仕事の両立を支援するため、保育所の整備や一時預かり・延長保育・休日保

育など、核家族世帯やひとり親世帯の増加及び、就労形態の多様化に対応した様々な保

育サービスを推進します。 

 

【関連事業】 

（１）待機児童の解消 

保育ニーズは依然として高く、保育所待機児童の解消は 重点課題となっていま

す。保育を希望する方が保育を受けられるよう、保育所や保育施設の整備を進め、

待機児童の解消を図ります。 

149）認可保育所の整備 ≪保育環境整備室≫ 

待機児童が多く、保育需要の高い地域を中心に、積極的に保育所の新設や定員増

により整備を進め、待機児童解消を目指します。 

また、老朽化した保育所は、児童の安全確保のため、大規模修繕や改築の計画を

策定し、公立保育所の建替え時においては、土地の貸与などを行い、民間活力を導

入します。 

さらに、将来の児童数の変動による施設整備のあり方も含め、公立保育所のあり

方を学識経験者等を入れた会議組織により検討します。 

環境教育の一助となるよう、公立保育園の園庭の一部の芝生化を実施します。 

 

平成21年度 平成26年度 

定員10,503人 定員12,403人 

150）認定こども園の整備 ≪保育環境整備室≫ 

認定こども園制度を踏まえた、幼稚園と保育所の一体施設の整備を進めます。 

 

平成21年度 平成26年度 

定員93人 

（幼保一体含む） 

定員113人 

（幼保一体含む） 

151）ナーサリールームの整備 ≪保育環境整備室≫ 

市との契約に基づいて保育に欠ける0～5歳児を保育する、市の独自基準を満た

したナーサリールームを、認可保育所の整備状況を勘案しつつ認定し、待機児童の
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解消を図ります。また、各保育施設について、経営分析や運営法人の財務状況の確

認を行い、運営の適正化を図ります。 

 

 平成21年度 平成26年度 

ナーサリールーム 

家庭保育室 
定員2,488人 定員3,988人 

152）家庭保育室の整備 ≪保育環境整備室≫ 

市との契約に基づいて、保育に欠ける０～３歳児を保育する、市の独自基準を満

たした家庭保育室の設置を促進します。認可保育所が不足し、待機児童が多数存在

する地域を優先的に、ナーサリールームと同様に整備していきます。 

153）事業所内保育施設 ≪保育環境整備室≫ 

事業所内保育施設の設置を検討している企業・事業所における事業所内保育施設

の設置を推進します。さらに、事業所内だけでなく、地域の児童も受け入れるさい

たま市地域型事業所内保育施設の設置を推進します。 

 

平成21年度 平成26年度 

定員9人 定員74人 

154）幼稚園における預かり保育制度の普及促進 ≪保育課≫ 

市独自の預かり保育補助制度の普及・促進を図ります。 

また、各幼稚園における預かり保育の状況を「子育て応援ブック」や「子育てＷ

ＥＢ」において情報提供し、保育所待機児童の解消に寄与しつつ、施設運営の充実・

推進を図ります。 

155）こども送迎センターの創設 ≪保育環境整備室≫ 

保育所待機児童解消策の一環として、保育所整備と併せ、こども送迎センターの

創設について検討を行います。 

156）家庭的保育事業 ≪保育環境整備室≫ 

家庭的保育事業の実施に必要な研修を実施するほか、連携保育所・家庭的保育支

援員等、支援体制の整備を図ります。 

 

平成21年度 平成26年度 

－ 定員60人 

 

 新規 
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（２）多様な保育ニーズへの対応 

多様な就業形態や地域の保育ニーズに対応した弾力的できめ細かな保育サービス

を提供します。 

157）低年齢児保育 ≪保育課≫ 

保育需要の高い低年齢児（０～２歳児）、特に１～２歳児保育の受け入れ枠を拡

大します。 

158）延長保育 ≪保育課≫ 

通常保育時間（11時間）を延長して開所する保育所を拡充します。また、２時

間以上の延長保育を行う保育所を拡充します。 

 

 平成21年度 平成26年度 

実施か所 119か所 143か所 

（うち2時間以上） 22か所 27か所 

159）休日保育 ≪保育課≫ 

休日保育事業の拡大について、需要の動向を見ながら検討します。 

 

平成21年度 平成26年度 

５か所 ６か所 

160）障害児保育 ≪保育課≫ 

私立保育園での受け入れ数増加を推進します。 

161）一時預かり事業（保育所） ≪保育課≫ 

保護者の就労形態の多様化や疾病などやむを得ない事由により、一時的に家庭に

おける育児が困難な場合や保護者の育児疲れなどの解消に対応するため、児童の一

時預かりを行う保育所を拡充します。 

 

平成21年度 平成26年度 

46か所 52か所 

162）病児・病後児保育 ≪保育環境整備室≫ 

保育所などに通所中の児童が、病気または病気回復期のため集団保育が困難な時

期に、病院または保育所などの専用スペースで一時的に預かる、病児・病後児保育

の実施施設を拡充します。将来的に、各区１か所ずつの開設を目指します。 

 

平成21年度 平成26年度 

3か所 8か所 
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163）保育料の検討 ≪保育課≫ 

国の動向を踏まえながら、保育料について検討します。 

164）トワイライトステイ事業 ≪保育環境整備室≫ 

保護者が、仕事や、緊急の必要により帰宅が遅くなる場合など、平日の夕方から

夜間まで子どもを預かる、トワイライトステイ事業を実施します。 

 

平成21年度 平成26年度 

1か所 2か所 

165）幼保窓口一本化 ≪保育課≫ 

市民の利便性向上のため、幼稚園関連業務と保育園関連業務の窓口の一本化につ

いて検討します。 

94）ファミリー・サポート・センター事業 → 124ページに掲載 

96）子どもショートステイ事業 → 124ページに掲載 

 

（３）保育サービスの質の確保と向上 

保育の質を確保するためには保育人材の質が重要であるため、その資質の向上を

支援します。 

166）保育士の研修 ≪保育課≫ 

保育士の資質向上のため、研修体系を作成し、研修を充実させます。また、さい

たま市保育研究大会を実施します。 

167）認可外保育施設への指導・監督 ≪保育環境整備室≫ 

認可外保育施設への立入調査や改善指導に加え、研修への参加を促進するなど、

認可外保育施設の適切な運営を推進します。 
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基本施策２ 放課後児童健全育成事業の充実 

就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学生の子どもたちが、放課後・学校長

期休業日などを過ごす放課後児童健全育成事業を充実させ、就学児を持つ共働き世帯

やひとり親世帯の子育て環境整備に努めます。 

また、待機児童の解消や子どもの保育環境の向上、保育料（指導料）の保護者負担

の平準化など様々な課題を解決するための取り組みを行い、放課後児童健全育成事業

の充実を図ります。 

 

【関連事業】 

168）放課後児童健全育成事業の実施 ≪青少年育成課≫ 

就労などにより保護者が昼間家庭にいない小学生に、適切な遊びや生活の場を与

え、健全な育成・指導を図るとともに、子ども同士の交流・活動を通して、自主性、

社会性、創造性の向上を図るため、公設民営で行っている公設放課後児童クラブ・

民設民営で行っている民設放課後児童クラブで放課後児童健全育成事業を実施し

ます。 

また、放課後児童クラブの受け入れ対象学年については、小学６年生までを受け

入れるものとします。ただし、公設放課後児童クラブでの受け入れは原則として小

学３年生までとし、小学４年生から６年生については、待機児童の推移を注視しつ

つ、検討します。 
 

※公設民営とは、さいたま市放課後児童クラブ条例に基づいて管理運営されているものであり、そ
れ以外のものが設置運営したものは民設民営に該当する。 

169）放課後児童クラブの施設整備 ≪青少年育成課≫ 

小学校１年生から３年生までの待機児童対策を 優先に施設整備を行います。併

せて公設・民設ともにクラブのない未整備小学校区にクラブの開設を検討していき

ます。 

施設整備に当たっては、原則として民設民営での施設整備を促進するため、余裕

教室の利用を引き続き検討していくとともに、適正規模の民間施設を確保できるよ

う家賃補助の限度額を見直します。 

特に、待機児童が多く、施設確保が困難な地域については、引き続き公的施設の

設置及び無償貸与など様々な手法を検討し整備を進めます。 

また、児童一人当たりの生活スペースを1.65㎡以上確保するよう、保育環境の

向上を図ります。 

 

平成21年度 平成26年度 

定員5,706人 定員7,506人 
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※民設とは、原則としてＮＰＯ法人・社会福祉法人・学校法人・株式会社等が自ら施設を用意した

ものとするが、市の施設を貸与された場合も含むものとする。 

170）保育料（指導料）の保護者負担の平準化 ≪青少年育成課≫ 

保育料（指導料）については、公設放課後児童クラブ及び民設放課後児童クラブ

のこれまでの実績、実情を踏まえ、保護者負担の平準化に向けた検討を行います。 

171）保育の質の向上 ≪青少年育成課≫ 

子どもの安心・安全な生活の場を確保し、保護者の仕事と子育ての両立を支援す

るため、指導員の専門性を高めていく研修を充実させるとともに、人材確保のため

の支援策を検討し保育の質の更なる向上を目指します。 

また、「さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱」の遵守徹底を図り、市の

放課後児童健全育成事業の統一的な事業実施を進めます。 

172）放課後児童健全育成事業における障害児保育 ≪青少年育成課≫ 

指導員の研修の充実及び専門家による相談体制の整備を進め、入室の促進や保育

内容の充実を図ります。 

173）特別支援学校放課後児童対策事業 ≪青少年育成課≫ 

県内の特別支援学校等に通学する障害のある児童を、放課後などの一定期間、組

織的に指導する特別支援学校児童クラブに対して、人件費や家賃等の助成を行い、

障害のある児童の集団生活と健全育成の場を確保します。 

83）放課後子どもプランの推進 → 120ページに掲載 

 

 

基本施策３ 子育てと仕事が両立できる環境の整備 

男女がお互いに各々の生き方を尊重し合いながら、子育てに参加し、その責任をとも

に担っていくため、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティの考え方の周知と、よ

り良い働き方の推進を図ります。 

 

【関連事業】 

174）労働基準法等の普及・啓発 ≪労働政策課≫ 

市民や事業者に対して、リーフレットの配布、労働学院の開催などにより、男女

雇用機会均等法、育児・介護休業法などについて普及・啓発を行うことで、市民が

自らに保障された権利を活用し、仕事と子育てが両立できるような職場内の環境を

醸成します。 

 新規 
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175）女性の職業能力開発事業 ≪労働政策課≫ 

勤労女性施設で職業実務講座を開催し、職業能力を向上することで、再就職の促

進や女性のキャリアアップを図ります。 

176）女性の再就職に関する支援 ≪労働政策課≫ 

女性の再就職支援セミナーの開催、ふるさとハローワークの活用により、女性の

再就職を促進します。 

177）ワーク・ライフ・バランス会議の開催 ≪子育て企画課≫ 

商工会議所、ＮＰＯ法人などを構成員とした、ワーク・ライフ・バランス会議を

開催し、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティの推進に向け、企業や民間の

担い手と連携を進めます。 

178）八都県市共同でのワーク・ライフ・バランス推進 ≪子育て企画課≫ 

東京都や横浜市など、八都県市で情報共有・意見交換等を行い、首都圏でのワー

ク・ライフ・バランスの浸透を図ることで、すべての市民が仕事と子育てを両立で

きる環境づくりを進めます。 

179）ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティに関する情報提供 

 ≪子育て企画課≫ 

さいたま市のホームページや情報誌などを活用し、ワーク・ライフ・バランス、

ダイバーシティといった考え方を周知するとともに、それらに関するイベント、実

践例や体験談などの情報を提供し、子育て期においても自身の望む生き方が実践で

きるよう意識啓発を行います。 

180）事業所を対象とする講座の実施 ≪男女共同参画課≫ 

市内事業所からの要望に対し講師を派遣して、男女共同参画講座（ワーク・ライ

フ・バランスや女性の能力活用など）を開催します。 

140）男女共同参画に関する法令の周知 → 133ページに掲載 

141）男女共同参画の視点からの慣行の見直し → 133ページに掲載 

142）ＮＰＯ・ボランティア等の活動への参加促進 → 133ページに掲載 

143）男女共同参画に関する講座・講演会の開催 → 133ページに掲載 

144）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する講座の開催 → 133ペ

ージに掲載 

185）（仮称）さいたま市子ども・青少年フォーラムの開催 → 142ページに掲載 
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４ 
   子ども・青少年の人権が尊重され、のびのびと心豊かに成長

できる社会づくり 

 

基本施策１ 子ども・青少年の権利を尊重し、地域で見守る体制の整備 

市民に対し、子どもの権利に関する啓発を行うとともに、地域社会で見守る体制を整

備・推進することにより、すべての子ども・青少年が、より尊重される社会を実現しま

す。 
 

【関連事業】 

181）さいたま市子ども総合条例等の制定 ≪子育て企画課≫ 

市民・事業者・行政など社会全体が絆で結ばれ、子ども・青少年を健やかにはぐ

くむための、子ども総合条例等を制定します。 

182）要保護児童対策地域協議会 ≪子育て支援課≫ 

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についての情報交換や、

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

携強化を図るとともに、虐待防止のための啓発事業を実施し、虐待の予防から早期

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。 

183）子どもの権利を守る啓発活動 ≪子育て支援課≫ 

児童虐待根絶に向け、市報、ホームページ、さいたま子育てＷＥＢなどを通じた

広報、オレンジリボンキャンペーンの実施などにより、様々な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。 

184）人権教育 ≪人権教育推進室≫ 

学校の教育活動全体を通じて、人権意識の高揚を図り、人権について正しい理解

を深めることにより、同和問題をはじめとする様々な人権問題を解決しようとする

幼児児童生徒を育成するため、人権教育を推進します。 

また、公民館などにおいて「子どもの権利と人権」などのテーマによる講座の実

施を推進します。 

185）（仮称）さいたま市子ども・青少年フォーラムの開催 

 ≪子育て企画課・青少年育成課≫ 

毎年「（仮称）さいたま市子ども・青少年フォーラム」を開催し、子ども・青少

年をめぐる様々な課題について市民の理解を深めます。 
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基本施策２ 子ども・青少年の相談・支援体制の充実 

虐待や不登校など、社会的な支援を必要とする子ども・青少年が、こころを開いて、

気軽にアドバイスや支援を受けることのできる体制を整備するとともに、被害の予防や、

被害にあった子ども・青少年の保護、適切な指導や援助・養育・療育を行う体制を整備

します。 

 

【関連事業】 

（１）子ども・青少年の虐待防止対策の充実 

児童虐待を防止し、すべての児童の健全な心身の成長や社会的自立を促すため、

発生予防から早期発見・早期予防、保護・支援、家族の再統合に至るまで、切れ目

のない総合的な支援を充実させます。 

186）オレンジリボンキャンペーンの実施 ≪子育て支援課≫ 

児童虐待防止に向けた啓発活動「オレンジリボンキャンペーン」を展開し、市民

の方に児童虐待について正しい知識と理解を深める機会を提供するとともに、通告

義務や相談機関の周知を図ります。 

187）子ども虐待予防家庭訪問事業 ≪保健センター・地域保健支援課≫ 

子育ての不安や虐待の恐れ・リスクを抱える家庭に対し、支援員が専門的・継続

的に家庭訪問し、相談対応・支援を行うことにより、虐待の発生の予防や早期発見

を図ります。 

188）ふれあい親子支援事業の充実 ≪地域保健支援課≫ 

子育ての不安を抱える母親、または母子関係に困難を感じている母親（被虐待経

験を持つ母親を含む）を対象に、自身が抱える問題を安心して語る場所と時間を提

供することにより、母親の心理的な安定を図り、適切な育児の実践と児童虐待の発

生を予防することを目的に、ふれあい親子支援事業を実施します。 

189）虐待ハイリスク妊産婦地域支援事業（周産期からの虐待予防強化事業） 

 ≪地域保健支援課・保健センター≫ 

出産を扱っている病院を受診した妊産婦に、医師の専門的見地から気になること

があった場合、医療機関から保健所への連絡に基づき、保健師が母親への支援を行

う虐待ハイリスク妊産婦地域支援事業・周産期からの虐待予防強化事業を実施しま

す。 

また、連携する医療機関との定期的な連絡会や、保健師等の資質向上のための研

修会を開催します。 

 新規 



 

 

 

 

144 

 

190）お母さんの心の健康相談事業 ≪地域保健支援課≫ 

産後うつや子育て不安で悩むお母さんを対象とした、こころの健康相談を実施し

ます。 

191）２４時間・３６５日体制強化事業 ≪児童相談所≫ 

24時間虐待通告電話相談による児童虐待の早期発見と、早期対応を強化するた

め、今後も48時間以内の児童の安全確認を実施していくとともに、夜間休日を問

わずいつでも通告・相談に応じられる体制の充実強化を図ります。 

また児童福祉司、児童心理司、電話相談員の更なる専門技術の向上のため、研修

の充実を図り、迅速かつ的確に対応します。 

192）児童虐待防止家族支援事業 ≪児童相談所≫ 

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り組みの充実を図るた

め、精神科医師や弁護士及び相談業務に精通した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。 

193）虐待発生予防・援助における職員の能力の向上 

 ≪子育て支援課・児童相談所・地域保健支援課≫ 

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。 

194）児童相談所における支援 ≪児童相談所≫ 

増加する児童虐待相談等への迅速かつ適切な対応の確保をするため、職員を増員

し、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。 

9）妊産婦・新生児訪問指導 → 104ページに掲載 

16）乳幼児健康診査未受診児フォロー（４か月児、1歳６か月児、３歳児） → 106ペ

ージに掲載 

19）育児相談 → 107ページに掲載 

23）母子訪問指導 → 108ページに掲載 

24）ハローエンゼル訪問事業 → 108ページに掲載 

25）子育て不安電話相談の実施 → 108ページに掲載 
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（２）社会的養育が必要な子ども・青少年への支援体制の充実 

子ども・青少年への、状況に応じた適切な支援を行い、社会的養育が必要な子ど

も・青少年の成長と自立を促します。 

195）乳児院による支援 ≪子育て支援課≫ 

児童虐待等により家庭において養育困難になった乳幼児の保護を目的とした、乳

児院の定員の増員を図るなど、適切な養育体制整備に努めます。 

196）児童養護施設による支援 ≪子育て支援課・児童相談所≫ 

家庭における様々な事情により、家庭での養育が困難な児童を入所させ、その自

立を支援します。また、施設職員や里親と担当児童相談所職員の連絡を密にして、

入所している子ども一人ひとりについて、過去の生活環境を考慮するなど、適切な

養育体制の整備に努めます。 

197）里親制度 ≪児童相談所≫ 

里親基礎研修・継続研修を実施し、里親制度に関する知見を深め、養育能力の向

上を図るとともに、さらに虐待を受けた児童に対応できるよう里親を支援します。 

また、里親になるための公開講座等を継続的に企画・実施することにより、里親

の登録数を増やし、里親委託を推進します。 

      

 平成21年度 平成26年度 

里親委託率 6.4％ 12％ 

198）専門相談機関の集積と連携の推進 ≪子育て企画課≫ 

（仮称）子ども総合センターに、児童相談所、こころの健康センター、教育相談

室等、各分野の専門機関を集積し、それぞれの経験、ノウハウを共有し、市民から

の相談や様々な課題の解決において連携を推進します。 

199）総合相談･手続きワンストップサービスの構築 ≪子育て企画課≫ 

子ども・家庭が抱える多様な問題に応じられる総合相談窓口と、子どもに関連し

た行政サービスの手続き等ができる窓口を、（仮称）子ども総合センターに一体的

に整備することにより、相談から手続きまでワンストップで対応する体制を構築し

ます。 

52）不登校・いじめ対策 → 114ページに掲載 

53）教育相談室での電話・面接・相談事業 → 114ページに掲載 

56）ひきこもり対策 → 115ページに掲載 
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96）子どもショートステイ事業 → 124ページに掲載 

98）専門相談機能の集約と「なんでも相談窓口」の設置 → 124ページに掲載 

129）母子緊急一時保護事業 → 130ページに掲載 

 

 

基本施策３ 障害・発達に遅れのある子どもへの支援 

障害の早期発見、早期療育を推進し、障害の軽減を図るとともに、障害のある子ども

が健やかに成長できるよう、生活上のサポートや特別支援教育の充実を図ります。 

 

【関連事業】 

200）心身障害児総合療育機能の充実 ≪総合療育センターひまわり学園総務課≫ 

医療・福祉・教育が一体となり、心身障害児等の早期診断、早期治療を行い、そ

の障害に応じた療育を総合的に実施するとともに、健やかな成長・発達を促すため、

心身障害児総合療育機能の充実を図ります。また、発達相談支援体制を構築するた

め、新評価システム・新指導法の有効性の検証、効果的な地域支援策の構築と事業

成果の普及に努め、併せて発達障害者支援センターとの連携を図ります。 

201）障害児療育システムの構築 ≪障害福祉課≫ 

療育施設の未整備地区である市の北東部に、（仮称）春野地区障害児通園施設（平

成23年度開設予定）の開設準備を進めるとともに、総合療育センターひまわり学

園や療育センターさくら草、保健センター、福祉事務所、通園施設等と連携を図り

ながら、障害の早期発見・早期療育を行います。 

202）発達障害者（児）に対する支援の充実 ≪障害福祉課≫ 

平成21年10月に開設された発達障害者支援センターとの連携を進めるととも

に、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害等の発達障害児を早期に発見し、就学前及び学校における発達支援を強

化しながら、適切な発達支援を進めます。 

また、発達障害者（児）やその家族が、安心して地域で生活していけるように、

発達障害者支援体制整備検討委員会を設置し、支援体制や支援センターの運営状況

等の検討・検証を行います。 

203）幼稚園・保育所への支援 ≪障害福祉課≫ 

総合療育センターひまわり学園や療育センターさくら草、発達障害者支援センタ

ーとの連携を進めるとともに、幼稚園・保育所における発達障害児支援の連携体制
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や、職員の理解啓発・研修のあり方について、発達障害者支援センター及び発達障

害者支援体制整備検討委員会において、検討・検証を進めます。 

また、発達障害者支援体制整備検討委員会において、幼稚園や保育所の発達障害

児やその家族が安心して地域で生活していけるように、発達障害児の支援体制整備

に向けた検討・検証を行います。 

204）障害児（者）生活サポート事業の充実 ≪障害福祉課≫ 

在宅の障害児（者）の地域生活を支援するため、身近な場所における一時預かり、

派遣による介護、送迎、外出援助などのサービスを実施します。 

205）特別児童扶養手当の給付 ≪障害福祉課≫ 

家庭において心身に重度または中度の障害がある、20歳未満の児童を育ててい

る父母または養育者に手当を支給します。 

206）障害児福祉手当の給付 ≪障害福祉課≫ 

20歳未満で、心身に重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする

方に、手当を支給します。 

207）特別支援教育事業 ≪指導２課≫ 

障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を受

けられるよう、特別支援教育相談センターにおける相談・支援、特別支援ネットワ

ーク連携協議会による学校コンサルテーション、特別支援教育推進学校訪問などを

実施するとともに、「潤いファイル（個別の指導計画）」の配布、特別支援学級行事

等助成及び改良笛・拡大教科書の無償貸与・給付を行うなど、｢さいたま市特別支

援教育推進計画｣に基づき特別支援教育の充実を図ります。 

208）発達障害者支援センターの整備・充実 ≪障害者総合支援センター≫ 

これまで相談支援の受け皿の乏しかった満18歳以上の成人期を中心に、対人関

係、コミュニケーション、就労といった発達障害者（児）に特有な諸問題への対応

を図り、継続的な相談支援を実施します。 

また、連絡協議会の開催等を通し、地域での支援体制を整備していくとともに、

啓発活動の一環としてホームページの立ち上げや研修会を開催します。 

37）自立支援医療（育成医療）給付 → 111ページに掲載 

160）障害児保育 → 137ページに掲載 

173）特別支援学校放課後児童対策事業 → 140ページに掲載 
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５ 安心して子育てができる生活・都市環境づくり 

 

基本施策１ 安心して外出ができる快適な生活・都市環境の整備 

安心して子どもを生み育てるため、道路交通環境、建築物等に配慮した生活・都市空

間のバリアフリー化が重要であることから、安心して外出でき、のびのびと子育てがで

きるよう、安全で快適な生活・都市環境の整備を進めます。 

 

【関連事業】 

209）市民・関係事業者の意識啓発の推進 ≪福祉総務課≫ 

「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」と、福祉のまちづくりを

総合的、計画的に推進するための基本となる「推進指針」により、市民、事業者と

市が一体となって、福祉のまちづくりに取り組めるよう、意識啓発を図ります。 

210）子育てや子どもに配慮した施設の整備 ≪福祉総務課≫ 

すべての市民にとってやさしいまちを実現するため、公共施設の新築や既存施設

の改修等において、授乳及びオムツ替え場所の設置や、出入り口・廊下・階段・エ

レベーター・トイレ等の構造及び施設に関する基準を定めた「さいたま市だれもが

住みよい福祉のまちづくり条例」によるバリアフリー化を推進します。 

211）交通バリアフリー法関連事業の推進 ≪都市交通課≫ 

鉄道駅舎の改札口内外のバリアフリー化整備及び交通バリアフリー基本構想に

おける各特定事業の進行管理を実施し、交通バリアフリーを推進することで、安心

して子育てができる環境整備を行います。 

212）（仮称）赤ちゃんの駅認証事業 ≪子育て企画課≫ 

市内の様々な外出先や交通の拠点等のうち、授乳やおむつ替えができる標準機能

を整備した施設等に「（仮称）赤ちゃんの駅」という認証を与え、市全体で子育て

に優しい意識を醸成しながら、乳幼児とその保護者が安心・気軽に外出し、各施設

等で快適に過ごせる環境づくりを進めます。 

213）街区公園の整備 ≪都市公園課≫ 

市民がどこからでも歩いていける範囲で街区公園を整備し、安全で快適な遊び空

間を確保します。 

214）身近な公園・広場の整備 ≪都市公園課≫ 

企業や住民との協働により、小規模な公園や子ども広場、児童遊園などを多数整
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備し、家の近くに安全な子どもの遊び場を確保することで、親だけでなく近隣住民

など地域ぐるみで子どもを見守れるような環境づくりに努めます。 

80）自転車による保育園や幼稚園などへの安全な送迎を支援 → 119ページに掲載 

 

 

基本施策２ 住宅環境の整備 

子育て世帯の住宅の確保や、子育て環境の整った住居を確保しやすい仕組みづくりを

推進します。 

 

【関連事業】 

215）特定優良賃貸住宅供給促進事業 ≪住宅課≫ 

市認定の優良な民間賃貸住宅に入居する一定収入以下の中堅所得世帯に対し、家

賃の一部を補助することで、子育て世代の住居の確保を支援します。 

216）市営住宅建替え事業 ≪住宅課≫ 

老朽化した市営住宅の建替えを実施する際、一定の規模以上の住宅については、

子育て支援施設などの福祉施設と併設を検討することで、子育て世帯が住み良い住

宅環境づくりを目指します。 

130）市営住宅における母子世帯等の入居の優遇 → 131ページに掲載 
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６ 次代を担う子ども・青少年の自立を支援する環境づくり 

 

基本施策１ さいたま市教育総合ビジョンの推進 

子どもが、学校で健やかにゆとりを持って過ごすことができるよう、一人ひとりの子

どもに目をかけ、手をかけるとともに、落ち着いた教育環境の中で、生き生きとした表

情の子どもを育てる教育を推進します。 

 

【関連事業】 

（１）きめ細かな教育の推進 

児童生徒一人ひとりの個性や能力が発揮できるよう、多様な学習形態や指導方法、

指導内容の充実を図るとともに、特色ある学校づくりを推進します。 

217）少人数指導の充実 ≪教職員課≫ 

子どもたちの個性に応じた指導を行うため、少人数指導サポートプラン臨時教員

補助員の全小・中学校への配置を継続します。 

218）環境教育・学習の推進 ≪環境総務課≫ 

環境保全標語・ポスター作品コンクールの実施や、小・中学生が中心となって活

動している「こどもエコクラブ」に対する活動支援を行うなど、環境教育・学習の

推進を図ります。 

219）国際教育・交流事業 ≪指導１課≫ 

市立中学校の生徒などを海外に派遣する国際交流活動、外国語指導助手や地域に

在住する外国人のボランティアによる国際教育の充実を目指し、外国語指導助手等

指導者の活用方法を検討するとともに、その資質・指導力を向上させるための研修

を推進します。 

また、帰国・外国人児童生徒の動向に注目し、日本語指導員の登録者の増加や資

質の向上を目指します。 

220）情報教育の充実 ≪教育研究所≫ 

児童生徒及び教職員の情報活用能力の育成のため、研修会の開催・委員会での研

究・コンピュータ等の情報機器の整備を行い、学校におけるＩＣＴの活用を推進し

ます。 
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221）メディアリテラシー教育推進事業 ≪教育研究所≫ 

児童生徒が情報を適切に選択し、活用できる力を身に付けられるようメディアリ

テラシー教育を充実させていきます。 

携帯電話やインターネットの安全な使い方に詳しい講師を携帯・ネットアドバイ

ザーとして委嘱し、児童生徒・保護者・地域・教職員を対象とした「携帯・インタ

ーネット安全教室」をすべての市立小・中・特別支援学校で実施します。 

222）教育相談・相談室運営事業 ≪指導２課≫ 

全市立中学校にスクールカウンセラーとさわやか相談員を配置し、いつでも相談

に応じられる体制を整え、カウンセリング等により、児童生徒のこころの悩みや不

安を解消します。 

また、不登校問題の解決を図るために、スクールカウンセラーやさわやか相談員

の小学校における活動を工夫し、より多くの児童・保護者及び教職員が相談できる

体制を整え、早期の解決を目指します。 

223）小・中一貫「潤いの時間」の展開 ≪指導１課≫ 

小・中一貫したカリキュラムのもと、児童生徒にコミュニケーション能力及び適

切な人間関係の構築に必要な技術を身に付けさせ、国際社会をたくましく豊かに生

きる力を育成します。そのために、外国語指導助手等、指導者への訪問指導や中核

となる教員の育成、小・中学校連携のための授業研究会の開催、市ＰＴＡ協議会と

の連携などによる「英会話」の充実及び｢人間関係プログラム｣の充実と効果測定結

果を分析した｢学級のまとめシート｣の効果的な活用を図ります。 

224）心の教育推進計画「子ども潤いプラン」の推進 ≪指導２課≫ 

子ども潤いプランの推進のため「子ども潤いプラン推進委員会」を設置するとと

もに、学校・家庭・地域社会等へ子ども潤いプランの啓発を図ります。 

225）ライフステージに応じた学習機会の提供 ≪生涯学習振興課≫ 

「さいたま市生涯学習推進計画」に基づき、生涯学習関連事業を体系的に整理し

て情報提供するとともに、関係各課と連携して効率的な事業展開を行います。 

226）学習支援事業 ≪大宮区福祉課≫ 

被保護世帯（対象世帯）に学習支援プログラムを案内し、参加する児童生徒の基

礎学力を確保し、各々の学習能力の向上を図ります。 
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（２）教育環境の整備 

多様化、高度化する教育に対応するため、また、児童生徒が社会の変化に的確に

対応する能力をはぐくむため、教育環境の整備を図ります。 

227）過大規模校解消事業 ≪教育総務課・学校施設課・学事課≫ 

過大規模校の解消のため、児童数の増加が見込まれる小学校において施設整備を

進めるほか、周辺学校との通学区域の見直し等の検討を進めます。 

また、大和田地区における新設校の建設に向けて、準備を進めます。 

228）学校施設改修等推進事業 ≪学校施設課≫ 

学校施設の安全性・快適性を確保するため、老朽化した校舎の改修や改築を行う

とともに、平成24年度の耐震化完了に向け、計画的に耐震補強工事を進めます。 

また、武道場未設置の中学校で武道場整備を進めます。 

229）学校図書館の充実 ≪教職員課・教育研究所≫ 

児童生徒の読書活動の推進と学習活動の充実を図るため、学校図書館司書の研修

会を開催します。 

さらに、Webページによる学校図書館の支援ページの充実や学校図書館コンピュ

ータの活用の推進を図ります。 

230）学校給食施設整備事業 ≪学校施設課≫ 

児童生徒に、学校や地域の特色を生かした給食の提供や、きめこまやかな食の指

導を行うため、計画的に単独校調理場未設置校へ給食室を整備します。 

 

（３）創意ある学校施策の推進 

新たな学校教育の仕組みを導入したり、大学と小・中学校との連携を図るなど、

創意ある学校施策を推進します。 

231）中高一貫教育の推進 ≪指導２課≫ 

浦和中学校の検証と評価及び、その成果の反映を行い、学校教育計画に基づいた

質の高い中高一貫教育を推進します。 

232）「さいたま教育コラボレーション構想」の推進 ≪指導１課≫ 

大学と連携し、学生学習ボランティアを配置し、児童生徒にきめ細かな個別指

導・支援を行うとともに、学生のキャリア教育の推進を図ります。 

また、大学教授等を教員研修の講師として招くなど、教員の資質向上と学校教育

の一層の充実を図ります。 
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（４）地域の教育力との連携 

地域に開かれた学校教育を推進するため、地域の人材が学校の授業や学校運営へ

参画できる仕組みの充実を図ります。 

233）夢工房 未来(みら)くる先生 ふれ愛推進事業 ≪指導１課≫ 

市立小・中学校等に、文化芸術及びスポーツの分野においてトップレベルの実績

があり、本市にゆかりのある方を中心とした「未来（みら）くる先生」を派遣する

ことを通して、児童生徒の好奇心や感動する心などをはぐくむとともに、郷土愛や

望ましい勤労観、職業観を育成します。 

234）地域に開かれた学校運営事業 ≪指導１課・教育総務課≫ 

各学校において、家庭・地域の声を生かし、地域の学校として運営を行うため、

学校評議員制度を導入し、開かれた学校づくりを進めます。 

学校ボランティア、地域住民、諸団体と学校との連絡・調整を行う学校地域連携

コーディネーターを市立小・中学校に配置し、学校・家庭・地域の連携を強化しま

す。 

235）部活動指導員派遣事業 ≪指導１課≫ 

市立小・中・高等学校において、地域の人材を活用し、運動部・文化部に派遣す

る専門性を有する指導員を増員し、活動の充実を図ります。 

236）学校５日制対応事業 ≪公民館≫ 

学校完全５日制に対応した、「親子公民館」、「子ども土曜日講座」などを開催し、

地域の教育力の向上を図るとともに、子どもの居場所づくりを推進します。 

237）「さいたま土曜チャレンジスクール」推進事業 ≪教育総務課≫ 

希望する児童生徒が土曜日などに自主的な学習（補習・ものつくりなど）に取り

組む、「さいたま土曜チャレンジスクール」をすべての市立小・中・高等学校で実

施します。また、「放課後チャレンジスクール」と一体的に整備・拡充を図ります。 

 

 

 新規 

 新規 



 

 

 

 

154 

 

基本施策２ 青少年の自主的活動の推進 

青少年が、自主性、創造性を十分に発揮しながら、自立した社会人となるよう、地域

の主体的な活動に対する青少年の参画を推進するとともに、スポーツ・レクリエーショ

ン活動、文化活動、国際交流活動等への参画を推進します。 

また、本市の豊かな自然環境を生かした活動の場や、青少年が安心して活動できる居

場所づくりを推進します。 

 

【関連事業】 

（１）地域活動への参画の推進 

青少年が積極的に地域活動に参画し、地域づくりの担い手として、自覚と自信を

持つことができるよう、企業、学校、関係機関等と連携を図りながら、青少年の様々

な社会体験・生活体験を推進します。 

また、青少年による仲間づくりや自主的活動に対する支援として、同世代間・異

年齢間の交流の場や機会の拡充を図るとともに、ボランティア活動に関する情報も

含めて、各種媒体を通じて青少年活動に関する情報提供・広報活動を行います。 

238）認知症サポーター養成事業 ≪高齢福祉課≫ 

認知症の人やその家族に対する理解を深めるため、「認知症サポーター養成講座」

を開催するとともに、より多くのサポーターを養成するため、各市民団体や学校、

市民に対し事業の周知を図ります。 

239）親子対象事業 ≪公民館≫ 

各公民館において、親子パン作り教室、親子公民館、親子クッキングなど、小学

生の親子を対象とした講座を実施し、親子の交流の場、小学生の自発的な活動の場

を提供することで、子どもの健やかな成長と自立心をはぐくみます。 

240）子ども体験学習支援事業 ≪公民館≫ 

各公民館において、工作、料理、絵画、映画、科学教室などの学習・文化講座や

ジャズダンス、スポーツチャンバラ、卓球教室、デイキャンプなどのスポーツ・野

外活動講座を実施し、子どもの自発的な活動の場、自己表現の場、体を動かす場を

提供することで、子どもの自立心や想像力、表現力、健康な身体をはぐくみます。 

241）ロボット工房への支援 ≪経済政策課≫ 

市内の製造企業等の協力により開催する製作教室への支援を通じて、小・中学生

のものづくりへの興味を喚起し、ものづくり人材を育成します。 

 新規 

 新規 



 

 

 

さいたま 子ども・青少年希望
ゆ め

プラン 

155 

 

242）少年少女発明クラブへの支援 ≪経済政策課≫ 

工作教室や体験学習などの学習会を開催する少年少女発明クラブへの支援を通

じて、小・中学生の科学技術に対する興味を喚起し、創造性豊かな人間育成を図り

ます。 

243）子ども情報化社会対応事業 ≪生涯学習総合センター・公民館≫ 

各公民館で青少年を含む市民を対象としたパソコン教室を実施し、高度情報化社

会に対応できる人材育成を推進することで、子どもの可能性を広げ、多様で大量の

情報から取捨選択する能力をはぐくみます。 

244）子ども博物館の整備 ≪子育て企画課・サッカープラザ準備室≫ 

子どもの創造力と豊かなこころをはぐくみ、豊かなかかわりあいを実現する子ど

も博物館を整備します。 

245）科学や歴史に親しむ機会の充実 

 ≪宇宙劇場・青少年宇宙科学館・市立博物館・民家園・見沼くらしっく館≫ 

宇宙劇場や青少年宇宙科学館、市立博物館、浦和くらしの博物館民家園などにお

いて、子どもが科学や歴史に親しむ機会の充実を図ります。 

246）交流促進事業 ≪指導２課≫ 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒相互の交流や、社会参加、共同学習を

推進するよう、学校教育の指針に位置付け、推進します。 

247）子ども造形ひろば（五反田会館・三つ和会館） 

 ≪人権教育推進室・人権政策推進課≫ 

「自分発見！チャレンジさいたま」の一環として、小学生を中心とした子どもた

ちが工作を行う「子ども造形ひろば」を開催し、子どもの創造力の向上や自立心を

はぐくみます。また、テーマ選定を工夫することにより、参加者の関心を高め、幼

児や父母の参加にも配慮することで、親子のふれあいや、異年齢間及び地域との交

流を図る場とし、子どもの健全育成を推進します。 

248）成人式 ≪青少年育成課≫ 

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

の幸せを祈念するため、成人式を実施します。 

249）青少年の主張大会 ≪青少年育成課≫ 

青少年が日々の生活の中で思っていることや感じていることを自分の言葉とし

てまとめ、発表することにより、広い視野に立って物事を考える力と、自分の言葉

で正しく表現し、伝え合う力を養います。 

 新規 



 

 

 

 

156 

 

また、大会を通して多くの方々の青少年に対する理解を深め、青少年の健全育成

を推進します。 

250）青少年育成事業支援 ≪青少年育成課≫ 

青少年の社会参画を図るために、自主的な活動や、青少年の育成に資する団体活

動を支援します。 

251）市民活動サポートセンター大規模フェスティバル・中規模交流会事業 

 ≪市民活動支援室≫ 

「市民活動サポートセンター大規模フェスティバル・中規模交流会事業」を開催

し、市民活動団体相互の連携を強めるとともに、市民活動への関心を高め、理解を

深めることで、市民の地域活動を支援します。 

252）子ども探検隊 ≪岩槻区コミュニティ課≫ 

区内の小学校３～６年生を対象に、区民の方と協働し、子どものまちづくりの参

画意識を醸成するため、市内の自然、歴史、文化を題材とし、地域の再発見を促し

ます。 

253）親子ふれあい米作り体験 ≪桜区・緑区コミュニティ課≫ 

田植えや稲刈りなど、米作りを親子で行うことにより、収穫の喜びを体験し、自

然と食の大切さを学びます。 

42）食育推進事業 → 112ページに掲載 

111）世代間交流事業の充実 → 127ページに掲載 

254）少年少女サッカー教室 → 157ページに掲載 

300）早期起業家教育事業 → 165ページに掲載 

301）中学生職場体験事業 → 166ページに掲載 
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（２）スポーツ・レクリエーション活動の推進 

青少年が、スポーツやレクリエーション活動を通じて地域の様々な人々と交流し、

ルールを守る大切さ、チームワークの大切さ、団体行動の楽しさ・難しさなどを学

ぶことができるよう、総合型地域スポーツクラブの活動を支援するとともに、学校

の体育館や校庭等の開放など、身近なスポーツ・レクリエーション活動の場の整備・

充実を図ります。 

254）少年少女サッカー教室 ≪大宮区・北区・西区・見沼区コミュニティ課≫ 

スポーツを通じた青少年の健全育成及びサッカーのまちづくりを推進するため、

「少年少女サッカー教室」を実施します。 

255）スポーツ少年団活動への支援 ≪スポーツ振興課≫ 

スポーツ少年団の育成、少年団指導者の資質向上など、スポーツ少年団活動を支

援します。 

256）総合型地域スポーツクラブの育成・活動支援 ≪スポーツ振興課≫ 

総合型地域スポーツクラブの育成に積極的に取り組み、総合型地域スポーツクラ

ブの活動及び広報活動を支援します。 

257）ロッテマリーンズ軟式野球教室 ≪スポーツ企画課≫ 

市内に練習場を構えるプロ野球球団ロッテマリーンズの選手・コーチによる野球

教室を実施し、小学生野球愛好者の輪の拡大、野球競技の更なる普及発展を図り、

また、青少年が野球のルールやマナーを学ぶことにより、青少年の健全育成を推進

します。 

258）スポーツリーダーの育成・活動支援 ≪スポーツ振興課≫ 

日独スポーツ少年団交流会を通じ、青少年リーダーの育成強化を推進します。 

259）スポーツボランティアの育成・活動支援 ≪スポーツ振興課≫ 

高校生・大学生を対象とし、地域のスポーツボランティア体験会を実施するとと

もに、各区のスポーツ振興団体の育成と、その活動を推進します。 

260）学校体育施設開放事業 ≪スポーツ振興課≫ 

スポーツに対する市民ニーズが高まる中、だれもが手軽にスポーツ・レクリエー

ション活動に親しめるよう、各学校ごとに開放運営委員会を設置し、利用希望の調

整を図りながら、市立小・中学校の校庭・体育館等を学校教育に支障のない範囲で、

広くスポーツ・レクリエーション団体に開放します。 

240）子ども体験学習支援事業 → 154ページに掲載 
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276）高校選抜サッカー選手団海外派遣事業 → 160ページに掲載 

 

（３）文化活動の振興 

青少年が地域の伝統文化を学び、優れた文化芸術を体感することは、豊かな人間

性をはぐくむ上で重要です。 

このため、青少年の文化活動に対する関心を高め、青少年を対象とした地域の伝

統文化の学習や伝承活動を促進するとともに、優れた文化芸術を鑑賞する機会の拡

充を図ります。 

261）音楽鑑賞教室事業 ≪指導１課≫ 

市立小・中学校の児童生徒を対象に、管弦楽鑑賞教室を実施します。 

262）青少年による郷土芸能伝承活動支援事業 ≪青少年育成課≫ 

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。 

263）子ども文化祭 ≪文化振興課≫ 

市内で様々な活動をしている子どもを中心としたグループへ発表の場を提供す

る、「さいたま市の明日の文化を担う子どもたちを育て、さいたま市の文化振興に

寄与する事業」に対して、多彩な団体による多数の参加を促すため、アドバイスや

イベント実施のサポートを行い、イベントを通じた子どもの自主性、表現力、感性

の育成を促します。 

264）子ども文庫事業 ≪公民館≫ 

地区公民館で児童書の貸し出し、読み聞かせ、工作教室等を開催し、読書などを

通じた心豊かな子どもの育成を推進します。 

265）地域での読み聞かせ活動の支援 ≪中央図書館資料サービス課≫ 

地域のボランティアグループが市内全地域の小学校で実施する読み聞かせ活動

等を支援し、多くの子どもたちに読書の楽しさを知ってもらうことで、各々の読書

への関心を高め、豊かな人格の形成を推進します。 

266）おはなし会 ≪中央図書館資料サービス課（各図書館）≫ 

各図書館で、子どもや赤ちゃんと保護者を対象として、絵本の読み聞かせなどを

実施し、本との出合いの場、読書を通じた親子のコミュニケーション方法を提供す

ることで、各々の読書への関心を高め、子どもの豊かな人格の形成を推進します。 

267）緑区子ども文化推進事業支援 ≪緑区コミュニティ課≫ 

市民が、絵本と子どものかかわりについて学び、地域の子どもの文化推進に寄与
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する事業を支援します。 

268）文化芸術教育及び文化芸術鑑賞機会の充実 ≪うらわ美術館≫ 

地域の芸術家と連携を図りながら、芸術教育や芸術鑑賞機会の充実を図るととも

に、児童生徒が参加しやすいプログラムや手法について検討します。 

また、各小・中学校からの要請により、美術館収蔵の「本の作品」等を使った出

張授業を行います。 

269）緑区のびのび子育て広場事業支援 ≪緑区コミュニティ課≫ 

乳幼児とその保護者を対象にした体験学習などを行うことにより、子どもの支援

を図ろうとする事業を支援します。 

270）緑区子どもまつり事業支援 ≪緑区コミュニティ課≫ 

子どもたちの感性をはぐくみ、豊かな成長を促すために、子ども向けのイベント

を行い、子どもの文化推進に寄与している事業を支援します。 

271）緑区かかしランド事業 ≪緑区コミュニティ課≫ 

ふるさとの自然と歴史・文化に関心を持ち、わが街を誇りとする人づくりを行う

ことを目的とし、区内の児童生徒が、かかしやポスターの制作・展示を行います。 

272）めざせルーブル美術館子ども絵画教室 ≪緑区コミュニティ課≫ 

小学生の活躍の場を作ることや、地域活動に参加するきっかけ作りを活動テーマ

として絵画教室を開催し、「学びたい人と教えたい人」との出会いの場を提供しま

す。 

103）ブックスタート事業 → 125ページに掲載 

 

（４）国際交流の推進 

国際化が進展する中にあって、青少年が国際感覚を身に付けることが大切である

ことから、姉妹・友好都市と、市内の青少年の相互交流を図るとともに、サッカー、

野球、盆栽、漫画、人形など、本市の多様な地域資源を活用した青少年の国際交流

活動を推進します。 

また、青少年が諸外国の文化を理解し、外国人とのコミュニケーション能力を高

めることができるよう、学校教育や生涯学習の場において、国際理解教育の充実や

外国語の習得機会の拡充を図ります。 

273）スポーツ少年団海外姉妹友好都市相互派遣事業 ≪国際課≫ 

スポーツ少年団を姉妹友好都市へ相互派遣し、スポーツやホームステイによる国
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際交流、市内視察を行うことで、国際的な視野を持った人材を育成します。 

274）市立中学校国際交流事業 ≪指導１課≫ 

海外でのホームステイ、現地の中学校での授業体験や文化交流を通して、語学学

習や異文化への興味・関心を高めるため、研修内容の精選を図りながら、市立中学

校の生徒を海外に派遣します。 

275）市立高等学校海外交流事業 ≪指導１課≫ 

市立高等学校と海外の高等学校が交流する市立高等学校海外交流事業を推進し

ます。 

276）高校選抜サッカー選手団海外派遣事業 ≪スポーツ企画課≫ 

高校生を、サッカーを通じたスポーツ大使として海外に派遣し、サッカー先進国

の環境を学び、技術の習得を図り、スポーツの振興を促すとともに、海外での生活

体験や人々との交流を通して、国際社会に対する理解を深めます。 

277）国際理解教育の推進 ≪指導１課≫ 

自国や他国の伝統・文化を理解し、互いを尊重する資質や、異なる文化を持つ人々

と共生できる能力をはぐくむため、国際教育主任の研修会を実施します。 

また、市立小・中学校と海外の学校との作品交流等を行う機会の提供や、異文化

理解を推進する教材の貸し出し等を行い、国際理解教育を推進します。 

278）特色ある外国語教育の推進 ≪指導１課≫ 

国際社会において相手の立場を尊重しつつ、自分の意思を積極的に外国語で表現

しようとする意欲・態度を育成するため、外国語指導助手（ALT）の活用、少人数

指導の実施、小・中一貫「潤いの時間」における「英会話」の研究推進など、特色

ある外国語教育を推進します。 

279）帰国児童・生徒、外国人児童・生徒の受入体制の充実 ≪指導１課≫ 

帰国・外国人児童生徒の学校生活への適応を促進するとともに、日本語指導員の

登録者数を増やすなど受け入れ体制を充実させ、教育の国際化を推進します。 
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（５）自然とのふれあいの推進 

青少年が、自然や命の尊さを学び、生きる力をはぐくむことができるよう、自然

を生かした遊び場の提供や自然体験機会の拡充を図ります。また、青少年が、自然

の厳しさや人の恩恵、命の尊さなどを学ぶことができるよう、人と自然が調和して

生きていくことの重要性などを知るための事業を推進します。 

280）環境教育推進事業支援 ≪緑区コミュニティ課≫ 

基本理念である地球環境を考えたまちづくりの推進を図るため、環境問題をテー

マにした事業を支援します。 

281）自然の教室事業 ≪舘岩少年自然の家≫ 

市内小・中学生を対象に、「自然に触れ、自然に学び、自然で鍛える」を基本理

念に、自然の教室事業を推進し、豊かな自然環境の中での自然体験活動や集団宿泊

を通じて、児童生徒の健全な育成を図ります。 

282）舘岩と尾瀬の自然に親しむ親子の集い事業 ≪舘岩少年自然の家≫ 

小学生とその保護者を対象に、「舘岩と尾瀬の自然に親しむ親子の集い事業」を

推進し、尾瀬ハイキングなどの自然体験や集団宿泊を通じて、親子の絆や自然に対

する理解を深めます。 

283）ときめき舘岩の冬・親子の集い事業 ≪舘岩少年自然の家≫ 

小学生とその保護者を対象に、ときめき舘岩の冬・親子の集い事業を推進し、ス

キーなどの自然体験や集団宿泊を通じて、親子の絆や自然に対する理解を深めます。 

284）上下流交流事業「野外水道教室」 ≪水道総務課≫ 

小学生とその保護者を対象に、野外水道教室やダム見学、川遊びなどの体験会を

開催し、上下流地域の住民の交流や水とのふれあいの場を提供することで、青少年

とその家族のダムや水源に対する知識の向上、水源地域や水に感謝する心と住民相

互に連携する心を醸成します。 

285）コシヒカリの郷子ども自然体験村 ≪青少年育成課≫ 

小・中学生を対象に、新潟県南魚沼市の自然の中で、「コシヒカリの郷子ども自

然体験村」を開催し、農業体験や野外活動を通して、自然や相互協力の大切さを学

びます。 

286）さるはなキャンプフェスタ・親子の集い ≪青少年育成課≫ 

猿花キャンプ場において「さるはなキャンプフェスタ・親子の集い」を開催し、

親子が野外キャンプ生活を通じて、自然に学び、親子のふれあいを深めます。 
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287）学校給食用牛乳パックリサイクル事業 ≪廃棄物対策課≫ 

環境にやさしく、資源を大切にする意識を醸成するため、小学生が給食用牛乳パ

ックのリサイクルを体験し、再生品が戻ってくる仕組みを学習する事業を推進しま

す。 

288）ディスカバリー事業 ≪青少年育成課≫ 

学校や学年の異なる友達と一緒に様々なイベントを体験し、コミュニケーション

の取り方や、社会性、自主性を学ぶ機会を提供することで、青少年の社会参加を支

援します。 

218）環境教育・学習の推進 → 150ページに掲載 

253）親子ふれあい米作り体験 → 156ページに掲載 

 

 

基本施策３ 青少年団体・青少年リーダーの育成 

青少年活動団体の自主的な活動を支援するとともに、青少年活動を先導していくリー

ダーを育成します。 

 

【関連事業】 

（１）青少年関係団体への支援 

青少年関係団体は、青少年の健全育成はもとより、社会への奉仕・扶助、心身の

鍛錬等様々な目標を持って活動しています。このような団体に対して、情報提供や

団体間の連携強化、活動に対する支援などを行い、団体活動の活性化を図ります。 

289）青少年団体補助事業 ≪青少年育成課≫ 

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。 

290）市民啓発活動の推進 ≪青少年育成課≫ 

市民全体に青少年健全育成の意識の高揚を図るため、青少年育成さいたま市民会

議を中心に啓発事業を推進します。 

250）青少年育成事業支援 → 156ページに掲載 
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（２）青少年活動のリーダー養成 

青少年の地域社会における活動を促進するためには、その中心となる青少年リー

ダーの育成が必要です。 

このため、スポーツ・レクリエーション、文化活動、教育など、様々な分野で活

躍している市民や関係者の確保に努めるとともに、新たにリーダーを養成するため

の研修事業を推進します。 

291）野外キャンプ指導者養成 ≪青少年育成課≫ 

アウトドアの意義、楽しさを理解させ、キャンプカウンセラーとして適切な資質

を有する人材を育成するために、指導者を対象に、研修を実施します。 

292）体験活動を支援する人材の育成・活用 ≪青少年育成課≫ 

青少年が、年下の子どものお兄さんやお姉さんとして、子どもの面倒をみること

で人間理解を深め、社会貢献意識や次世代を育てるこころを養う機会となるよう、

ボランティア参加プログラムを推進します。 

293）体験活動を支援するプレイリーダーの養成・活用 ≪スポーツ振興課≫ 

市内の高等学校、大学などと連携しながら、学校外で子どもの体験活動を補助・

支援するボランティアやプレイリーダーなどの活動を支援するとともに、人材育成

研修の実施、新たな人材の確保を進めます。 

258）スポーツリーダーの育成・活動支援 → 157ページに掲載 

259）スポーツボランティアの育成・活動支援 → 157ページに掲載 

 

 

基本施策４ 連携・協力体制の構築 

青少年の成長と自立を地域全体で支援していくため、相談体制の整備を進めるととも

に、関係機関の連携強化を図ります。 

 

【関連事業】 

（１）相談体制の整備 

友達や保護者に言えないような悩みを抱えた場合や、相談相手が身の回りにいな

い場合は、青少年が一人で悩みを抱え込み、問題の解決に時間がかかることも考え

られます。 

このため、関係機関や市民団体等と連携を図りながら、青少年が気軽に相談でき
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る体制を、利用しやすさに配慮して整備します。また、児童虐待やひきこもりなど、

その解決に際して専門知識が必要な課題に対しては、専門職員を配置した相談体制

を整備します。 

294）青少年相談事業 ≪指導２課≫ 

学校・保健・医療・福祉などの関係機関の連携を強化し、児童生徒や保護者を対

象にした電話相談・面談相談等、相談体制の整備を図ります。 

また、市民のニーズを把握し、市民にとって身近で相談しやすい市立教育相談室

を設置し、気軽に相談でき、初期段階で課題や悩みが改善、解消できるように充実

を図ります。 

88）青少年のための活動拠点のあり方についての調査・検討 → 121ページに掲載 

 

（２）青少年育成関係団体等の連携強化 

青少年の健全育成に地域全体で取り組んでいくため、青少年育成にかかわる諸団

体の連携を強化するとともに、非行防止や、地域の安全のためのネットワークを構

築します。 

295）青少年健全育成地域の集い事業 ≪指導２課≫ 

市内小・中・高・特別支援学校のＰＴＡ、保護者、学校関係者を集め、児童生徒

の健全育成をテーマとした地域の集いを、地域ぐるみで開催します。 

296）家庭・学校・地域の連携強化 ≪指導２課≫ 

児童生徒の不登校やいじめなどの課題解決のために、学校・地域・教育委員会・

関係機関が合同で会議を持つなど、連携しながら課題解決に取り組みます。 

67）青少年育成推進大会 → 117ページに掲載 

81）青少年への声かけの推進 → 119ページに掲載 

 

（３）首都圏における連携の推進 

青少年の生活圏が広域化する中、青少年が犯罪に巻き込まれる事件や青少年によ

る犯罪が増加していることから、首都圏の八都県市で共同し、広域的課題に取り組

みます。 

297）八都県市との連携 ≪青少年育成課≫ 

青少年を取り巻く様々な問題は、都県市域を超えて共通化しており、また青少年

の行動範囲も首都圏を中心として広域化しているため、八都県市で青少年行政主管
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課長会議を開催し、青少年を巡る様々な課題に係る共通認識を図るとともに、広域

的な課題解決に取り組みます。 

 

 

基本施策５ 青少年の就労支援 

青少年が社会的に自立していくために、就労は重要であることから、青少年の就労意

欲の向上を図るとともに、就労を希望する青少年に対する職業訓練を実施します。 

 

【関連事業】 

（１）青少年の就労意識の向上 

就労状態が不安定なフリーターの存在や、低い就労意欲、就労機会に恵まれない

などにより、青少年の社会的自立の遅れが社会問題となっています。 

このため、青少年の発達段階に応じて勤労観・職業観を醸成するとともに、青少

年を対象とするセミナーの開催等、啓発事業を推進します。 

また、青少年の就労に関する悩みや相談に対応するため、各種情報の提供を推進

します。 

298）情報提供等による就労意識の啓発 ≪労働政策課≫ 

若年者を対象に、労働ガイドブックや技能職ガイドブックを配布し、就労意識の

啓発を図ります。 

299）障害者支援事業 ≪障害者総合支援センター≫ 

障害者の就労支援について、ハローワーク、県、事業所などの関係機関との連携

を進めながら、就労準備性を高める研修や実習の充実を図ります。 

 

（２）職業訓練・キャリア教育の推進 

青少年の就労意欲の向上と就労支援のため、企業や関係機関と連携を図りながら、

学校での職業体験やキャリア教育を推進するとともに、主に学生を対象としたイン

ターンシップ制度を拡充します。 

300）早期起業家教育事業 ≪経済政策課≫ 

市内事業者や地域住民等との連携により、小・中学生を対象に、ビジネス活動の

一連の流れの実践的な体験を通じて、就業や地域資源に対する興味を喚起し、起業

家精神を醸成するとともに、市全体で起業家教育を推進する環境を創出していきま

す。 
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301）中学生職場体験事業 ≪指導１課≫ 

キャリア教育の視点から、市立中学生を対象に、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に、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｣を推進します。 

302）就労のためのキャリアアップ ≪労働政策課≫ 

就職活動に役立つ実践的なノウハウを習得させるための就職支援セミナーを実

施するとともに、就労に関する悩みや相談に対応するため、キャリアコンサルティ

ングを実施します。また勤労女性施設では、職業実務講座を開催するなど、職業能

力の向上を推進します。 

303）若者対象の就業体験や職業訓練の支援 ≪労働政策課≫ 

企業での就業体験事業を実施するほか、若者の実践的な職業能力習得のための認

定職業訓練校の運営支援を行い、若者の就職を促進します。 

304）インターンシップの実施 ≪人事課≫ 

若者の職業観の醸成や、就業意識の向上、実践力の習得を促すため、大学等と連

携を図り、インターンシップを実施します。 

305）自分の未来を探してみよう事業 ≪青少年育成課≫ 

青少年の自立支援のため、様々な講座や体験機会を提供することで、自分を見つ

めなおす機会を与え、青少年の未来への価値観を育成する一助とします。 

306）地域技術人材育成事業 ≪経済政策課≫ 

高校生を対象に、企業と学校との連携による、ものづくり分野における実践的な

人材育成事業として、インターンシップ及びデュアルシステムを実施し、若手人材

の職業観の醸成と、地域での優秀な人材の雇用確保を推進します。 

 

 

 

※担当所管は、平成22年４月１日現在のものです。 
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