
事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課

1

母子健康手
帳

　妊娠・出産・子育てに関する母親と子どもの健康状態
等を記録する母子健康手帳を交付する。母子健康手帳
を活用し、妊産婦および乳幼児の保健指導等の充実を
促進する。
　区役所の区民課や保健センター等で、妊娠の届出を
行った者に交付する。

　妊娠満11週以内の母子健康手帳交付率を93.0％に
向上。

A

　指標とした妊娠満11週以内の母子健康手帳交付率は年々向上し目標を達成
できており、市報等を通じた周知が浸透してきた効果と考えられる。引き続き、
市報やホームページ等で周知を行っていく。H25年度から20週以降に届け出を
した人に窓口や電話で理由を確認している。
（参考：平成25年度の妊娠届出数は11,330件　11週以内の交付は93%）

　妊娠初期から適正な妊婦健康診査の受診
や各種教室・相談等につなげられるよう、今
後も母子健康手帳の交付に関する周知を積
極的に図っていく。

　若い世代に妊娠・出産等への理解を深めるため、市報やホー
ムページを活用し情報発信する。
　妊娠期から支援が必要な者を早期に把握し、フォローにつな
げるためにも、母子健康手帳の11週以内の届出を促す方策を
検討する。
　届出週数が遅い人の理由から、今後の周知方法に役立てて
いく。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

2
妊婦健康診
査

　妊娠中の経済的負担の軽減と、母体と胎児の健康維
持を図り、安心して妊娠・出産ができるよう、妊婦健康診
査等の公費負担を行う。

　妊婦健康診査１回目受診率が95.0％に増加
(１回目受診率＝妊婦健康診査１回目受診者数÷母
子健康手帳交付数)

A
　平成23年1月より開始した、委託医療機関以外で妊婦健康診査を受診した方
への償還払いの制度が浸透してきている。

　引き続き受診率向上を図るため、母子健康
手帳交付時に妊婦健康診査受診券・助成券
の利用を促す。

　妊婦健康診査の受診方法および妊婦健康診査助成金（償還
払い）の請求方法の説明を徹底していく。
　ホームページや広報にて情報の提供を図る。

ウ
保健福祉局 地域保健支

援課

3

妊婦歯科健
康診査

　母親学級に参加した初妊婦に対し、歯科健康診査、ブ
ラッシング指導を行い、口腔状況の確認を通じて歯や口
の健康保持増進を図る。

　口腔状況の確認を通じて歯や口の健康保持増進を
図る。

A

　実施後のアンケートでは、「役に立った」と回答する者の割合は、98％であっ
た。
　妊婦歯科健康診査を母親学級に組み込むことで、口腔の健康に関心の低い
妊婦に啓発できるよい機会となっている。

　各区の特性を踏まえ、区により出産前教室
の内容や運営方法が異なっているので状況
に応じて区の特性を生かしながら、引き続き
同様に実施していく。
　妊娠中に悪化しやすい口腔衛生状態を良
好なまま維持するために、自ら行動できるよう
支援していく。
　生まれてくる子どもの口腔に関心を持ち、口
腔ケアや食生活など、早期からのむし歯予防
行動ができるように支援していく。

　健診結果をもとに自ら行動できるよう、より良い実施内容（講
話や実習）をアンケート結果等を参考に検討していく。

ウ

大宮区 保健センター

4

妊娠高血圧
症候群等療
養援助費支
給事業

　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
養費の一部を支給する。

　適正な医療給付事務を遂行する。

B

　妊婦健康診査の検査項目の拡充や産科医療機関における妊婦の健康管理
が徹底している一方で、一定数の妊婦健康診査未受診者が存在する。また、晩
婚化により、妊娠中の健康リスクが高まる傾向にある。さらに、最近の経済状態
により、低所得層の妊婦も一定数存在する。今後も、社会情勢の変化によっ
て、申請件数が変動する可能性がある。

　引き続き適正な給付事務の遂行及び制度
内容についての周知を図る。

　母子健康手帳やホームページにより制度の周知を徹底する。

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

5

母親学級 　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実施する。

　初妊婦が妊娠・出産・育児に関する情報を得、仲間
づくりができる場を提供する。また、参加者アンケート
結果、役に立ったと回答するものの割合を96％以上と
する。

B

　母子保健法に基づき、継続的に実施している事業である。アンケート結果にあ
わせ、内容の充実を図っており、役に立ったものの割合は目標値をほぼ達成
し、満足度の高い事業である。
　市報や事業案内などで周知を図っているが、申込みが定員に満たないことも
あった。

　人口の増減、区の実情から定員を見直すと
共に、H26年度から各区の特性にあわせた教
室に変更した。

　各区で教室を開催する中で、必要時見直しを図っていく。
アンケート結果の分析・評価を継続する。

ウ

浦和区 保健センター

6

両親学級 　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とお風呂の入れ方の実習等をす
る。

　初妊婦とその夫が妊娠・出産・育児に関する情報を
得、協力して育児に取り組むことができるきっかけとす
る。また、参加者アンケート結果、理解できたと回答す
るものの割合を98％以上とする。

A

　母子保健法に基づき、継続的に実施している事業である。アンケート結果にあ
わせ、内容の充実を図っており、内容を理解できたものの割合は目標値をほぼ
達成し、満足度の高い事業である。
　市報や事業案内などで周知を図っているが、申込みが定員に満たないことも
あった。

　人口の増減、区の実情から定員を見直すと
共に、H26年度から各区の特性にあわせた教
室に変更した。

　各区で教室を開催する中で、必要時見直しを図っていく。
アンケート結果の分析・評価を継続する。

ウ

浦和区 保健センター

315

ふたご支援
事業

　ふたご以上の妊婦と保護者同士が、お互いに情報交
換をすることおよび必要な情報を得ることにより、育児不
安を軽減できる。

　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、共通する不安を解消または
軽減することを目的として、交流できる場づくりを支援
する。

A

　ふたご以上を妊娠している方とふたご以上の子育てをしている保護者等が、
育児情報の交換や子育ての悩みの共有ができる交流の場として利用されてい
る。各区の実情に合わせた事業開催が二年目となり実績が増加している。

　各区の実情に合わせ引き続き事業の開催、
支援をしてく。

　引き続き、事業を実施し、開催数や参加者数の向上に努め
る。

ウ

大宮区 保健センター

8

出生連絡票 　出生連絡票にて、産婦・新生児を早期に把握し、助産
師または保健師が家庭訪問や相談を行い、子育て不安
を軽減する。

　より多くの産婦が出生連絡票を提出し、早期に育児
相談や家庭訪問等のサービスが受けられる。

A

　出生数に対する出生連絡票の受理数の割合は、増加傾向である。
　母親・両親学級や母子手帳発行時などに周知し、広報にトピックスとして掲載
するなど、PRに力を入れていることが要因と思われる。

　より多くの産婦に出生連絡票を提出してもら
えるようなＰＲの工夫。
　産婦が記入、返信することが負担とならない
よう、記入項目について精査が必要。
　出生連絡票受理により早期に必要なサービ
ス提供に繋げられ、子育て不安を軽減するこ
とを目標とする。

　各区の実情に合わせてＰＲ方法の工夫を行う。
　出生連絡票の記入事項について見直し。

ウ

見沼区 保健センター

9

妊産婦・新
生児訪問指
導

　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、保健師・助産師等が家庭訪問を実施する。

　引き続き、できるだけ多くの妊産婦・新生児を訪問
し、産後うつや育児不安を早期に発見し支援すること
により、育児不安の軽減を図る。 A

　訪問延人数は年々増加している。増加理由については、母親・両親学級や母
子手帳発行時などで産婦新生児訪問について周知し、広報にトピックスとして
掲載するなど、PRに力を入れているため、希望者が増加したことが要因と考え
られる。

　産後できるだけ早期に訪問することにより、
育児不安の強い母へ早期に対応できるた
め、引き続きPRを行っていく。

　訪問希望者の出生連絡票の処理を確実に行い、タイミングよ
く訪問が実施できるようにする。
　保護者が育児不安を抱える場合には、継続的に適切な支援
を行う。

ウ

見沼区 保健センター

10

地域周産期
母子医療セ
ンターの増
設

　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、土地の無償貸与などの必要
な財政支援を継続することにより、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
ターの設置を促進する。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、分娩機関
の充実を図る。

　平成24年度末までに、自治医科大学附属さいたま医
療センターの地域周産期母子医療センターの設置を
促進し、市内の地域周産期母子医療センターを2か所
とする。

B

　平成22年5月、自治医科大学附属さいたま医療センターに地域周産期母子医
療センターが開設した。
　産科医等確保支援事業補助金の交付にあたり、国・県の補助金交付要綱に
より、分娩取扱施設の運営及び財政面での負担が大きく、補助金交付申請が
伸びなかった。

　産科医等確保支援事業補助金の交付申請
の促進が必要である。

　産科医等確保支援事業補助金の交付申請が促進されるよう、
分娩取扱施設への補助金交付制度の更なる周知を行う。

ウ

保健福祉局 地域医療課

11

女性のヘル
スチェック

　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るた
め、健康診査を実施する。また、健診の結果、保健指導
の必要がある受診者に対し、相談や電話、健康教育等
による保健指導を行い、疾病の予防、健康の保持・増進
を図る。

　効果的な健診実施方法について検討することができ
る。

C

　対象者数の減少に加え、周知が不十分であったことが要因と考えられる。今
後もさまざまな機会を通じて周知・情報提供を徹底していく必要があると考え
る。健診の結果、医師より「要指導」で「保健センター指導あり」と指示のある受
診者全員に対し、保健センター事業（健康相談等）の利用勧奨文を通知し、保
健センター事業の利用を促した。また、医師からのコメントがある方には保健師
より連絡し事後指導を行った。

　女性の健康に関する情報提供を強化し、健
康管理への意識向上を図ることが課題であ
る。健診の結果、生活習慣の改善に取り組む
ことができるよう、環境整備が求められてい
る。

　ハガキによる個別通知、ポスター等による啓発、健診のお知ら
せの冊子またはホームページ等を活用した情報提供
　事後指導としての、保健センター事業については、自らの時間
を作ることが困難な世代の市民が対象なので、開催曜日や時
間･保育スタッフの充実など利用しやすい工夫を行う。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

12

不妊治療支
援事業

　生涯を通じた女性の支援事業の一環として、不妊に悩
む夫婦等に対し、情報提供を行うとともに支援体制の整
備を図る。併せて、不妊治療に係る経済的負担の軽減
を図るため、特定不妊治療費の一部助成を行うなど総
合的な支援をする。

　不妊に悩む夫婦が、十分なインフォームド・コンセン
トのもとに適切な治療を選択できるよう相談体制の再
構築を行う。また、特定不妊治療にかかる経済的な負
担の軽減を図るための治療費の一部助成の継続と、
不妊治療費の保険適用への要望を行っていく。

A

　不妊相談事業（専門相談）・不妊相談専用電話の中で、不育症を含めた相談
を実施している。
　不妊相談事業（専門相談）は専門ｶｳﾝｾﾗｰが年9回執務し、述べ13件の相談
に対応した。相談内容は、今後の治療方針が主であった。
　不妊相談専用電話は70件（うち不育相談2件）、その他の電話相談・面接相談
は年間　211件（うち不育相談1件）、メールによる相談が13件（うち不育相談1
件）であった。内容は、費用や助成制度について、不妊の検査や治療につい
て、医療機関の情報についてであった。
　特定不妊治療費助成事業では、平成25年度の申請件数は、1,772件で、前年
度と比較し約8.6％程度増加した。

　相談の中で生かせるように不育症を携わっ
ている医療機関の情報整理や相談体制の整
備を実施する必要がある。
　特定不妊治療指定医療機関において、カウ
ンセラーを設置する傾向がある中で、行政で
行う相談の位置づけを検討していく必要があ
る。

　不妊相談体制（不育症を含む）の再検討と効果的な広報活動
を行う。
　専門相談以外の電話相談等にあたる職員の資質の向上に努
める。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

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）

　身体発育及び精神発達の面から重要な時期に、総合
的な健診を行い、疾病の早期発見、児の健全育成及び
保護者への育児支援を図る。

　4か月児、10か月児、1歳6か月児健診の受診率95％
以上。
　3歳児健診の受診率90％以上。

A

　４か月児・10か月児・1歳6か月児健診の受診率は、年度により多少の上下は
あるが、受診率減少のあきらかな背景はないと思われ、年次変動の範囲内と考
えられる。
　3歳児健診は年々受診率が上昇しており、主な要因としては、3歳児健診の受
診勧奨ハガキの送付等が考えられる。

　各種健診の周知を継続して行い、さらなる
受診率の向上につなげる。

　市広報、市ホームページの活用。
　乳幼児及びその保護者の利用する施設への受診勧奨ポス
ターの掲示。
　4か月児及び1歳6か月児健診の未受診フォローにおける、次
回健診の勧奨及び事業の周知。
　3歳児健診受診可能期間中の受診勧奨。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課
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14

幼児歯科健
康診査

　乳歯のむし歯を予防する重要な時期である1歳6か月、
3歳の時期に歯科健診を行うことにより、疾病の早期発
見、児の口腔の健康の保持・増進、保護者への啓発を
図る。また、1歳6か月児歯科健診時に希望者に対して2
回フッ化物塗布を実施する。

　各歯科健診受診率の向上
1歳6か月児歯科健診の受診率80％以上。
3歳児歯科健診の受診率80％以上。

A

　両健診ともに一般健診に比べて受診率は低率であり、年度により多少の上下
はあるが、あきらかな背景はなく年次変動の範囲内と考えられる。引き続き、受
診勧奨を行っていく。
　周知を図るため、転入者への書類の送付時に幼児歯科健診の受診を促すチ
ラシを同封するなど積極的にPRを実施した。また、3歳児歯科健診の受診可能
期間中に、受診勧奨を行った。
　1歳6か月児幼児歯科健診におけるフッ化物塗布2回目の実施率向上のため、
1回目終了時に2回目の予約案内用紙を渡した。

　受診率向上に向けての対策の検討
　※フッ素塗布とフッ化物塗布の表記が混在
していたため、平成25年度よりフッ化物塗布
に表記を統一した。

　広報をはじめ、市民及び市民が利用する施設へ受診勧奨ポ
スターを掲示する等の周知活動。
　1歳6か月児歯科健診の受診率向上および、2回目のフッ化物
塗布実施率の増加に向けた検討および周知。
　3歳児歯科健診の受診可能期間中に行う受診勧奨。 ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

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）

　乳幼児健康診査において、精密検査を行う必要がある
と認められた乳幼児を対象に、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実施する。

　精密健康診査受診率の向上
4か月児及び10か月児は90％
1歳6か月児及び3歳児は80％

A

　受診率は年度により多少の上下はあるが、受診率減少のあきらかな背景はな
いと思われ、年次変動の範囲内と考えられる。
　引き続き、受診勧奨を行っていく。

　疾病の早期発見・早期治療や療育の点から
も、精密健診の必要な児の保護者に対し、精
密健診の必要性について理解を得ていくこと
が課題である。

　各区保健センターでの精密健康診査受診票発行時に、疾病
の早期発見・早期治療といった精密健診の必要性を保護者に
十分に説明し、早期予約及び早期受診を促す。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課
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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）

　４か月児・1歳６か月児・3歳児健康診査を受けていない
子どもの現在の状況やその保護者の子育ての不安や悩
みを把握するためにアンケートを送付。電話相談や家庭
訪問等行い相談に応じたり、アンケート返信のない未把
握者についても確認を行うことで子どもの健やかな成長
を促す。

　健康診査の受診機会を逃した児に対して、アンケー
トによる状況確認と合わせて、アンケート返信がない
未把握者についても可能な限り状況を確認する。さら
に保護者の育児相談に応じることで健やかな成長を
促す。

A

　乳幼児健康診査未受診児は、未把握者がないよう状況確認に努め、必要に
応じた支援を行っている。
　状況が確認できなかった場合は、支援方法をカンファレンスで検討し、支援課
や保険年金課、幼児政策課等と連携を図り、状況確認を行った。それが目標を
大きく上回った要因と考える。

　アンケートの返信がなく、電話や訪問等で状
況が確認できない児の中に、養育困難や育
児不安を抱えた家庭があるのではないか懸
念され、すべての方に相談等の機会が得られ
るようにすることが課題である。尚、状況が確
認できない児には、住民票を異動していない
転居や日本語の理解が難しい場合、保護者
の拒否等の方を含んでいる。確認ができない
児は居住実態未把握になるため、この対応に
ついては全国的に検討が必要となっている。

　未受診者の生活状況を確認する体制を整備し、継続して地域
で見守りが必要な児への支援について、各関係機関が連携す
ることが必要である。また、外国語版の配布物（アンケート、保
健センター案内等）返信用紙を利用し、外国人の未受診者に対
して必要時使用し、状況把握の向上につなげる。今後、最終的
に未把握となった児への対応について各関係部署との協議をし
てゆく方向。

ウ

西区 保健センター

17

乳幼児発達
健康診査

　乳幼児健康診査・育児相談などで、発育・発達におい
て、専門医等によるスクリーニングが必要と判断された
乳幼児を対象に、健康診査を行い、疾病の早期発見及
び乳幼児の発育・発達の支援を図る。

　引き続き事業を実施することで、乳幼児健康診査・
育児相談などで、発育・発達において、専門医等によ
るスクリーニングが必要と判断された乳幼児を対象
に、健康診査を行い疾病の早期発見と乳幼児の発
育・発達の支援を図る。

A

　実施回数・延べ受診件数ともに、目標数を実施することができた。前年度より
実施回数は減っているが、受診件数は増加しており、効率化が図られた。

　引き続き、事業を実施していく。併せて発達
健診の利用までの待機状況を解消し、早期
医療・療育が必要な児に対し早期に受診を図
るとともに、保護者の不安の軽減・解消してい
くことが必要。

　発達健診の実施回数の増加、他区への発達健診の利用案内
をする等、待機状況の緩和を図ると共に、適切な時期に受診に
つなげ保護者の不安の軽減・解消に努めていく。 エ

大宮区 保健センター

18-1

新生児マス・
スクリーニン
グ検査事業

　フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常および先天性
副腎皮質過形成症、先天性甲状腺機能低下症の６疾患
について、マス・スクリーニング検査を実施し、疾病の早
期発見、早期治療を行う。

　対象６疾患の検査精度の適正化を維持し、精密検
査者に対して支援の充実を図る。

A

　平成24年10月から新しい検査法（タンデムマス法）の導入により、これまでの６
疾病から19疾病がスクリーニングの対象となった。平成25年度は7,540件のうち
57件（実人数）、重複者を含めると65件が要精密検査となり、全ての児が検査を
受け、治療が必要な児は医療につながった。要精密検査となった保護者への支
援については各地区担当保健師が実施し、市外居住者については管轄保健所
にフォロー依頼をした。

　検査部門より要精密検査の連絡が入った場
合、適正かつ迅速な事務処理を今後も実施
する。
　個人情報の取扱いに一層の注意を図る。
　平成24年度10月からタンデムマス法を導入
したため、今後も19疾病を対象に実施する。
　要精密検査となった方への不安の軽減を図
るため、円滑な支援依頼が必要である。

　要精密検査者の書類を渡す手段など、マニュアル等の修正を
実施し、さらに個人情報の管理の徹底を図る。
　タンデムマス法導入後間もないため、引き続き委員会や勉強
会を開催することにより、19疾病等の知識の向上や情報共有に
努める。
　要精密検査となったお子さんの保護者に対して、不安の軽減
を図るための支援に努める。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

18-2

新生児マス・
スクリーニン
グ検査事業

　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、先天性副腎過形成症を早期に発見・治
療するためマス・スクリーニング検査を実施する。また、
さらに多くの疾患の検査ができるよう調査・研究を行う。

　市内産科医療機関で出生した子どもは、保護者の
希望により20疾患余の検査を受けることができ、異常
が疑われる場合は迅速に医療に繋げる検査体制を整
える。 A

　年間を通じ19疾病の検査を市内全域で事業化し、調査・研究を終了したため
検査数が減少した。
[理由]
１　平成23年厚生労働省から出された通知により事業化が加速した。
２　代謝専門医が市の指導医であるため、円滑に医療に繋げることができ、事
業が定着した。
３　タンデムマスの精度管理プログラムが整備された。

　年間を通して遺漏なく検査することができる
体制の維持と、検査精度の維持向上。

　精度管理への参加
　適正な判定のための知識の習得
　カットオフ値の定期的な検証の実施

ウ

保健福祉局 保健科学課
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育児相談 　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
育・発達を促す。

　各区の状況に応じて必要な回数を実施。
　保護者の不安の軽減、子どもの健全な発育・発達を
促す。

A

　保健センターの実施事業としての育児相談の回数は減少してきているが、子
育てサロンや児童センターでの地区依頼育児相談の回数は90回で前年比
134％、利用人数は3755人で前年比３５４％と大幅に増えている。子育て支援セ
ンターと連携して育児相談に取り組んでいる区もある。保健センター実施分の
減少が住民の育児相談の場の減少とはつながらず、むしろ地区依頼の育児相
談が増えたことで、より住民が出かけやすい場での相談が可能となっている。

　区役所から遠い地域では、保健センターへ
の来所が困難な場合も多く、今後はアウト
リーチでの相談へのシフトについても検討し
ていく。

　各区が、地域にどのような相談場所やニーズがあるのかを把
握し、各区に適切な形態で実施していく。

ウ

岩槻区 保健センター

20

育児学級 　生後２～３か月の乳児と保護者を対象に育児について
楽しく学び、遊びを通して親子のふれあいを深め、保護
者同士の交流や情報交換の場を提供し、育児不安を軽
減するための教室

　参加した保護者が育児に対する不安軽減が図れ、
参加者同士の交流が継続し母親が孤立することなく
楽しく育児ができる。

A

　平成24年度より参加保護者数が増加し、定員に対する参加割合も増加してい
る。
　育児不安軽減者の割合は、経年的に高く、一定の効果が認められる。

　アンケート結果により不安軽減者の割合が
引き続き８０％以上になるようにする。
　ポピュレーションアプローチからハイリスクア
プローチへのシフトの考え方から、区の特性
を踏まえた事業の見直しが行われ、各区が取
り組み始めたところである。今後、教室を実施
していくうえで課題が見えてくると思われる。

　育児不安を軽減するための取り組みとして、個別相談の継続
ができることや地域の子育て情報、交流の場についての情報提
供をする。
　今年度教室は区の特性に合わせた見直しが行われたため、
アンケート結果等から、来年度以降に向けて教室の内容の検
討・改善を図る。

ウ

岩槻区 保健センター
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親子教室 　乳幼児健診や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
ができる場を提供する。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・調整を強化していく。

　発達等に不安のあるお子さんとその親が、必要な時
に早期に教室を利用し参加することで、子どもの発達
を促しながら、親の不安を軽減する場の確保ができ
る。

A

　25年度実績：参加児数（実）246人、（延）1525人
指標（a）（b）の実績がほぼ目標に達した。児や保護者の参加後の気持ちや、関
わり方に良い変化が得られなかった方については、発達に遅れが疑われる参
加児の特徴として、保護者が思い描くほどの変化が約半年間のこの教室の中
で得られにくいことや、児が集団に入り、他児と比較する機会が増え、参加児の
変化が肯定的に感じにくい保護者もいることが影響していると思われる。
　今後も臨床心理士、ST、OT等専門職から参加児の見立て方や関わり方に対
する助言を頂き、教室の運営方法等の検討を続けていく必要がある。

　教室参加中および参加後も、保護者が不安
少なく過ごし、アンケートで「良い変化があっ
た」と答える保護者の割合が増えるよう十分
なフォローが必要。
　教室を正当に評価できるよう、アンケート回
収率を100%に近づけることが必要。

　教室参加中・参加後も保護者の不安を軽減させるため、地区
担当を中心にフォローを継続する。
　臨床心理士、ST、OT等の専門職から児の見立て方、療育グ
ループの見学などプログラム内容等の助言を得ていき、引き続
き教室の運営方法・内容等を見直し、教室の充実を図る。 ウ

中央区 保健センター

22

（子育てに関
する）地区健
康教育

　公民館、児童センター等の地区からの依頼により、保
健師、管理栄養士、歯科衛生士による地区健康教育を
実施している。

　各地区からの依頼に基づき、健康教育を実施してい
く。

A

　依頼元は公民館・保育園・児童センター・子育て支援センター・社会福祉協議
会・愛育会・地区民協等、教育の内容も多岐に渡る。地域の関係機関からの依
頼による教育のため、事業数の予測は難しいが、地域の特徴を考慮し依頼に
基づき実施している。

　各区の状況により依頼回数及び内容は異
なる。

依頼回数及び内容について、各区の状況に応じてニーズにあっ
た対応をする。

ウ

中央区 保健センター
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母子訪問指
導

　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、保健師等が家庭訪問し、相談・支援を行う。

　各機関との連携を図り、乳幼児の発達発育への支
援及び児童虐待予防を視野に入れた育児支援を実施
する。養育医療対象者の85％以上に訪問する。

A

　昨年度に比べ、訪問延人員は増加しており、目標値に対して128％の達成率
となっている。
　未熟児訪問指導実施率は90.2％となり、目標を達成した。

　不適切養育などの困難事例が増加している
ことに伴い、適切なアセスメントに基づいた確
実な支援計画と支援の進行管理が求められ
ており、関係機関との連携やケースカンファレ
ンスの開催、訪問記録にかかる時間が増えて
いる。

　増加および複雑化する問題に対応するため、体制の見直しや
調整が必要である。

ウ

緑区 保健センター



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり
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24

ハローエン
ゼル訪問事
業

　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最初の機会を提供す
る。

　地域の児童委員等が訪問することで、身近な所に子
育ての支援者が存在する安心感を得ることができ、育
児負担感の軽減に繋がっている。核家族化や近隣関
係の希薄化により、今後、ますますこの事業の必要度
は高まっていくため、支援体制の充実を図る。

B

　出産後の間もない時期に家庭の中にいる保護者との接点として一番最初に
行う事業であり、面会率を上げることにより、子育て不安等に対し適切な時期に
対応し、乳児家庭の孤立化防止、乳児の健全な育成環境の確保など、児童虐
待等への未然防止に寄与している。

　少子化が急速に進行しており、核家族化や
女性の社会進出の進展、個人意識の多様化
など、子どもと家族を取り巻く環境が大きく変
化しており、事業の重要度は年々高くなって
きている。また、継続的な支援が必要とされる
家庭への援助を他機関と連携して実施してい
く必要がある。

　毎月の定例会議・ミニ研修（子育て支援事業の把握）・フォ
ローアップ研修等を開催し、訪問員のスキルアップを図るととも
に、引き続き事業の周知を図りつつ、推進する。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

25

子育て不安
電話相談の
実施

　子育てが孤立化し、子どもの健康や子育ての方法や
対応について、困りごとが相談できずに子育ての不安を
感じている保護者からの相談を受けるため、専用の電話
相談を実施する。

　相談機関が少ない夜間や土日曜日の電話相談を地
域の中で受け止めることができるよう、民間の相談機
関を含め相談窓口を紹介できる。
　虐待相談に対して迅速に対応できるよう相談員や各
関係機関との連携を強化するとともに、相談員の資質
向上を図る。

B

　定期の連絡会は、5月・1月・3月に開催して、支援経過の報告や関係機関の情
報・資料の提供を行い、連携を深めることができた。また、連絡会以外にも研修
への参加案内や適宜電話・FAXで連携をとりながら事業運営を行った。また、実
績報告や連絡がスムーズに行えるように様式を変更した。

　相談可能時間は、10時から16時までの6時
間で横ばいであるが、年間相談件数は増加し
ている。また、直接面接や訪問などの支援が
必要な方の情報提供をいただく件数が年々
増加してきている。

　相談員の資質向上のため、保健所企画の研修への案内を引
き続き積極的に行う。継続的に相談者の支援ができるように、
委託先や関係機関と情報を共有し、連携を図る。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

26

保健福祉通
訳ボランティ
ア

　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う。

　通訳ボランティアを希望する市民が、この事業を利
用することができる。

A

　実績は前年度と比べ10件の増加であった。本市には、留学生や研究者、さら
に国際結婚により外国人の生活者が増加している。それに伴う妊娠や出産・育
児等の母子の増加により、教室等の母子保健事業への参加や家庭訪問、面接
等での支援が必要な家庭への派遣が見られる。（参考：H25年度　妊娠届出時、
外国籍の方の366件）

　使用言語が多岐に渡り、対応可能な登録ボ
ランティアがいない場合も今後ありうる。
　本市における昨今の国際化により日本語に
よるコミュニケーションができない外国人の事
業利用者に対する対策は必要であり、事業を
継続していく必要がある。

　外国人が閲覧する冊子や広報等への情報提供の継続。
　対応した言語を確認の上、新規ボランティア募集（使用言語の
範囲の拡大等）の検討をおこなう。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

27

離乳食教室 　４～５か月の赤ちゃんの保護者が離乳食の進め方、調
理方法を知り、離乳食に対する不安の解消・軽減を図
る。また、乳幼児の成長、発達を知り、児の健全な育成
を図る。

　各区の状況に合わせて定員等は検討しながら、引き
続き各区で教室を開催し、児の健全な育成を図ってい
く。

A

　計画通り実施できた。
　さいたま市食育推進計画の5つの目標のうち、年度重点項目を教室の中に盛
り込むことで、ライフステージの目標について、アプローチすることができた。
　区によっては定員以上の参加希望があり、教室に参加できない場合がある。

　区の状況に合わせて定員増の検討。 　定員に達したため申込みを断る際は、他区で定員に余裕があ
る区を案内する。また、区によって定員を増加する。

ウ

北区 保健センター

28

むし歯予防
教室

　1歳～1歳5か月児とその保護者、および市立保育園の
園児とその保護者、保育士等を対象に、むし歯のない健
康な幼児の育成を図ることを目的に、健康教育を実施す
る。

　各区（園）の状況に合わせて、引き続き教室を開催
し、むし歯のない健康な幼児の育成を図る。

A

　各区の参加状況に応じ、実施回数を変更した。
　保護者や保育園職員向け教育の要望があり、目標値より実施回数が増加し
た。区や保育園の状況に合わせて、実施回数は毎年度増減がある。

　区民等の要望やむし歯有病者率に合わせ
て実施回数を検討する。
　幼児歯科健康診査など、他の保健事業と連
動し実施することで、むし歯予防を推進する。

　各区の状況に合わせて実施回数等を計画し実施する。
　保育園と協働しながら、保育園児のむし歯予防を推進する。

ウ

南区 保健センター

29

保育所等職
員歯科研修
会

　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する。
保健センターが保育所等で実施しているむし歯予防教
室と連携しながら実施していく。

　研修会参加施設が、口腔保健について積極的に取
り組み、園児や保護者に歯の健康について伝えること
ができるようになる。

A

　前年度と比較して、参加者数、参加施設数ともに減少した。
幼稚園職員を対象とした研修は、幼稚園の行事の準備と日程が重なり減少した
と考えられる。

　市立保育園については全園参加が定着し
てきたが、私立の保育園や幼稚園の参加者
は少ない。開催日について、保育園や幼稚園
の行事に配慮して設定し、参加者数や参加施
設数の増加を図る必要がある。
　研修内容は、時節に応じた内容や現場の声
を反映したものとする。

　幼稚園職員の参加については、保健所近隣の幼稚園の参加
が多いので、開催方法などについて、さいたま市私立幼稚園協
会と協議が必要。
　各園に歯科健康診査の結果を送付する際に、研修会の様子
を紹介したり、研修会の資料の中から重要な内容を抜粋して配
布するなど、参加できなかった園に対しても情報を発信する。ま
た、ホームページなども活用する。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

30

定期予防接
種

　適切な時期での予防接種を勧奨し、感染症予防対策
の充実を図るとともに、感染症に対する正しい知識を身
につけることができるよう、予防策や発生状況について
の情報提供を行う。

　乳幼児期に受けるべき定期予防接種については、
接種率を高水準で維持できているが、児童生徒期に
受けるべき定期予防接種は、予防接種の重要性や意
識が低迷し、接種率が低水準となる傾向にあるため、
各種定期予防接種の接種率が目標値に近づけるよう
に努める。

B

　平成２５年度より、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がんの３ワクチンが新たに
定期予防接種として導入された。乳幼児期に接種する、ヒブおよび小児用肺炎
球菌については、接種率は高水準であったが、子宮頸がんは、２５年６月に接
種勧奨の見合わせがあったため、接種率は低迷した。

　医療が進歩している時代においても、ワクチ
ンは、効果の高い感染症予防策のひとつであ
る。「予防接種で予防可能な疾患は予防接種
で予防する」との基本理念のもと、市民に対
する必要な情報の普及・啓発をはかり、接種
率の向上に努める。

　麻しん・風しん定期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を把握した上で、未接種者に対する接種
勧奨時期及び勧奨内容を見直すことで、接種率の向上を図る。
　日本脳炎定期予防接種は、段階的に接種勧奨が再開されて
いる中で、更なる対象者への個別通知の徹底及び市報による
全戸周知をし、接種漏れを防止するほか、接種率向上に努め
る。

ウ

保健福祉局 保健所
疾病予防対
策課

31

感染症予防
に関する健
康教育

　感染症発生動向に応じて、発生予防及びまん延予防
のために健康教育を実施する。
　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、研修等を行う。

　学校や施設等からの依頼により、感染症の発生予
防及びまん延防止に関する健康教育を実施する。
　養護教諭等が行う性感染症に関する健康教育に必
要な資料等の提供を行う。

B

　学校や施設からの教育依頼、資料等の提供はなかったが、電話や窓口等で
感染症対応に関する相談には随時対応した。

　職員自ら健康教育に出向くにはマンパワー
の問題もあり限界があるが、学校や施設の関
係者が感染症に関する教育ができるようにサ
ポート（相談、助言、資料の提供など）を継続
していくことが必要。

　職員は最新の感染症に関する知識を習得するため、積極的
に研修等に参加し研鑽に努める。
　学校や施設の関係者が使用可能な感染症の資料について、
利用を検討する一助となるよう、資料の詳細な内容に関する情
報提供をおこなう。

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

32-1

感染症発生
状況等につ
いての情報
提供

　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する。
また、ホームページの内容を充実させる。

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律に基づき、医療機関の協力の下、市内の患
者情報や病原体情報の収集（感染症発生動向調査）
を行う。

B

　指定届け出機関（定点医療機関）等からの報告を適正に処理し、感染症発生
動向調査事業を遂行することができた。

　医療機関の協力の下、市内の患者情報や
病原体情報の収集に努める。

　なし

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

32-2

感染症発生
状況等につ
いての情報
提供

　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する。
また、ホームページの内容を充実させる。

　感染症の流行状況や予防策のホームページによる
情報提供を現在より、充実させる。また、ホームページ
の内容を、よりわかりやすい内容にする。

A

  新型インフルエンザをはじめとした、国内外の最新の感染症情報の収集・解析
を行い、流行状況及び予防情報等を迅速にホームページやツイッターなどによ
り市民や医療機関に情報発信を行った。

  引き続き、国内外の最新の感染症情報の収
集・解析を行い、流行状況及び予防情報等を
迅速にホームページやツイッターなどにより
市民や医療機関に情報発信を行う。

　常に国内外の最新の感染症情報の収集解析に努め、新たな
感染症の発生時には、正確かつ迅速な情報提供が行えるよう
に備える。

ウ

保健福祉局 保健科学課

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

　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、事故防止について普及
啓発する。

　母親学級、育児学級、離乳食教室時に必ず「子ども
の事故防止」、「SIDS」啓発用パネルを掲示し、参加者
の注意を促す。

B

　母親学級、両親学級、育児学級、離乳食教室開催時には、事故予防のパネ
ルを掲示やパンフレットの配布等を行っている。家庭訪問や育児相談でも発達
段階に応じた指導を実施している。

　引き続き母子保健事業の各場面で啓発活
動を実施する。

　引き続き母子保健事業の各場面で啓発活動を実施する。

ウ

北区
浦和区

保健センター

34

小児救急医
療体制の整
備及び適正
受診の促進

　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。

　市内の医師会・中核病院の協力を得ながら、現在の
主に救急医療体制を維持しつつ、症状にあった適正
な受診を市民に対して周知し、二次や三次の医療機
関で受診していた初期救急患者の割合を、35%以下に
抑制することを平成２４年度まで目標としていました。
　平成２５年度より、より実効性のある目標に改め、患
者の家族が、適正な医療機関の選択や相談ができる
よう、医療に関する情報提供や相談事業を充実し、市
民の利用を促進します。

B

　本市の小児救急医療体制に対する理解から、初期救急医療機関への受診が
浸透しつつあり、二次・三次救急医療機関で受診した初期救急患者の割合が、
当初予定していたよりも早く目標値を達成した。
　そのため事業の進捗を示す指標としての意味をなさなくなったため、小児救急
の適正受診をより実効的な数値として表すことができ、総合振興計画次期実施
計画における指標でもある「さいたま市医療なびの検索件数の月平均」と「子ど
も急患電話相談の相談件数」に変更した。
　「さいたま市医療なび」「子ども急患電話相談」の利用について、ホームページ
や小児救急ガイドブック・子育て応援ブックなどに掲載するなど周知・啓発を
行った効果が反映された結果となった。

　できる限りかかりつけ医で診療時間内に受
診する等、適正受診の定着のために、引き続
き医療に関する情報の提供や相談事業を充
実する。

　「子ども急患電話相談」、「さいたま市医療なび」の利用が促進
するように周知・啓発を行う。
　かかりつけ医を持つことを促進し、できる限り診療時間内に受
診するよう周知・啓発を行う。

ウ

保健福祉局 地域医療課

35

子育て支援
医療費の助
成

　市内に住所を有し、健康保険に加入している0歳から
中学校卒業前の乳幼児・児童に対し、保険診療の一部
負担金及び入院時は食事療養標準負担額の半額を助
成する。

　少子化対策などの子育て支援を目的とした、所得制
限を設けず、0歳から中学校卒業前の乳幼児・児童の
入通院の医療費の助成を行う制度であることから、対
象年齢者の未登録がないよう(生活保護や他の助成
制度を受けている者を除く)にすることが目標である。
　これを踏まえ、(ａ)受給資格者登録率を92％から95％
にすること、(ｂ)扶助費を削減することは困難であるこ
とから、医療費1件当たりの事業コストを1,968円から
1,940円とすることを指標とする。

A

　受給登録の申請もれがないよう庁内他部課の協力によるハローエンゼル訪
問事業や窓口パッケージでの制度案内を実施したことにより、受給資格登録率
について目標値を達成できた。また、１件当たり事業費について、システム改修
を行ったため目標を達成できなかったが、それ以外の事務費については昨年度
に比べ削減することができた。

　子育て支援医療費助成制度は安心して子
育てをすることのできる環境づくりを目的とし
ており、１人でも多くの対象者に助成を受けて
いただくため、更なる受給登録率の向上と制
度への認識を高めることが課題である。一方
で扶助費の支出が増加傾向であることを受
け、持続可能な制度としていくための方策を
検討するとともに、引き続き事務費の削減を
進めていく必要がある。

　医療機関等におけるポスターの掲示、市報への掲載、窓口
パッケージでの案内、未登録者への勧奨通知の発送等を実施
するなど引き続き様々な媒体を活用し、制度案内を行う。また、
適切な受診方法についても積極的に啓発を行っていく。

ウ

保健福祉局 年金医療課
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評価

36
未熟児養育
医療給付

　母子保健法に基づき、出生体重が2,000ｇ以下又は身
体の発達が未熟なまま生まれ入院養育が必要な乳児に
対し、必要な医療を給付する。

　市民に対し、制度内容の周知に努める。
また、適正な医療給付事務を遂行する。 B

　対象者の申請に基づき適切に給付している。 　対象者の申請に対して適切に給付してい
く。
　制度や必要書類の周知を図る。

　パンフレットや市報・申請窓口等で制度の周知を徹底する。
　ホームページの情報を適宜わかりやすものに更新していく。 ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

37

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
具の交付を実施する。

　制度内容の周知に努める。また、適正な医療費給付
事務を遂行する。

B

　指定医療機関等から患者に対して制度の周知を行っている。 　引続き適切な医療給付事務の遂行及び市
民への周知を図る必要がある。

　母子健康手帳やホームページにより周知する。

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

38
結核児童療
育医療給付

　骨関節結核、その他の結核にり患し、その治療に長期
の入院を要すると認められた児童に対し、医療給付、日
用品等を支給する。

　適正な医療給付事務を遂行する。
B

　療育の給付の対象となる児童（結核にり患した児童で、その治療に長期の入
院を要すると認められた者）が発生したため。

　適正な医療給付事務を遂行する。 　指定医療機関より対象児童の結核発生届があった場合には、
本制度による給付の周知を徹底する。 ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

39

小児慢性特
定疾患治療
研究事業

　小児の慢性疾患のうち、小児がん、腎疾患等の特定の
疾患（小児慢性特定疾患）については、その治療が長期
間にわたり、医療費の負担も高額となることからその治
療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負
担を軽減するため、医療の給付を行う。

　当該事業は厚生労働省の小児慢性特定疾患治療
研究事業として実施しており、市民及び制度利用者に
対し周知を務めるとともに、国に提供したデータにより
治療方法の確立ができるよう適正な事務を遂行する。
　また、適正な医療給付事務を遂行する。

B

　対象者の申請に基づき適切に給付している。 　市民及び制度利用者に対し、当該医療給付
制度が治療研究事業であることの周知を徹
底する。
　適正な医療給付事務の遂行を図る。

　パンフレットや市報・申請窓口等で制度の周知を徹底する。

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

40

長期療養児
に対する療
育指導事業

　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
普及を図る。また、地域の社会資源等の情報提供を行
う。

　社会資源の情報を蓄積し、対象者や関係機関への
情報提供を速やかに行えるようにし、地域での支援体
制の充実を図る。
　疾患別の講演会の開催や患者会を支援し、病気を
知る機会や相談できる場を多く持てるようにする。そ
れにより、不安の軽減を図り、健康的な生活とよりよい
療養生活を営めるようにする。

C

　長期療養児の集団での指導事業は正しい知識の普及だけでなく、親同士が
交流する場も提供していることから個別指導だけでは得られない経験ができて
いる。講演会の開催回数は少ないが、講演内容を他疾患に変え、いろいろな疾
患群の患者・家族が交流できるよう支援をおこなった。

　長期療養児の療育や患者会支援につい
て、様々な疾患がある中で、市民にとって有
効でかつ効果的な事業および支援を今後ど
のような方向で行っていくか、引き続き検討し
ていく。

　長期療養児の療育や患者会支援について、様々な疾患があ
る中で、市民にとって有効でかつ効果的な事業および支援を今
後どのような方向で行っていくか、引き続き検討していく。以前
に講演会を行ったことのある疾患のみではなく、別の疾患でも
講演会を企画していく。

ウ

保健福祉局 疾病予防対
策課

41

保育所入所
児童への食
育

　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。

　全ての公立保育園で、児童の家庭環境を踏まえ、発
育・発達に沿った食育を実施する。栄養士が教育媒体
を研究しながら、各保育園の状況に合わせ計画的に
食育を実施する。これらを通して、子どもが食と健康に
関心を持ち、「おいしく楽しく食べる」ことができる。

A

　公立保育園全園（６１園）で食育年間計画を作成し、実施した。
　保育課栄養士が１３園で延べ２７回、主に４、５歳児及び保護者に対し、「さい
たま市食事バランスガイド（３～５歳児向け）」を活用した食育を実施した。
　保育課栄養士が子育て支援センター(４園)および子育て談話室(1園)で延べ１
２回利用者の栄養相談を実施した。
　平成25年度は過去の実績を踏まえ、保育課栄養士が各保育園へ働きかける
ことにより、園独自の食育の取り組みが活発になった。
　保育課栄養士独自の取り組み実績は前年と比較して減少しているが、各保育
園における取り組みに対し積極的に支援することにより、食育の内容は充実し
てきた。
　今後は各保育園での食育実施回数も集計していきたい。

　栄養士が食育を実施するにあたり、各保育
園の状況を把握し、ニーズを踏まえた上で、
栄養士の立場から行う食育を提案する必要
がある。また、これまで4，5歳児向けの内容
に比重が置かれていたため、今後は低年齢
児向けの食育活動についても充実させ、各園
へ周知する必要がある。

　栄養士による食育は、事前に打ち合わせを行うなど保育園の
状況に合わせた実施計画を作成し、実施後に評価を行い、その
都度内容を検討し改善していく。

ウ

子ども未来局 保育課

42

食育推進事
業

　地域の特性を生かし、食育推進計画の目標に合わせ
た事業を実施する。

　外食時に栄養成分表示を参考にして、メニューを選
ぶ市民が増加する。

C

　本制度を店舗に周知するための説明会は、平成22年度の実績等から店舗数
の増加に大きな効果がなかったので、平成23年度以降は説明会を実施してい
ない。平成24年度以降においては、さいたま市ホームページの「食育なび」に店
舗情報を掲載して周知を図った。
　指定店舗数については、積極的な働きかけをすることで昨年度から８店舗増
となった。

　効果的な周知方法と指定店舗の管理方法
について、検討する必要がある。

　給食施設として届出のある施設の中で、事業所、大学の学生
食堂などに直接アプローチを行う。
　「食育なび」以外の市の広報媒体を活用し、広く周知を行う。
　指定店舗同士での情報共有を促すとともに、関係店舗(施設)
への情報発信を積極的に行うことで、指定店舗の増加を目指
す。
　指定店舗を適切に管理するため、各店舗に対しアンケート調
査や巡回訪問等を行うことを通じて継続的に支援を行う。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

43

生活習慣病
予防普及啓
発事業（食
育）

　保健センターで実施している母親学級や離乳食教室、
生活習慣病予防教室など各種事業を通じて、子どもの
頃からの望ましい食習慣の定着や食を通じた豊かな人
間性の育成、生活習慣病予防を推進する。

　特に、幼児期からの望ましい食習慣の定着や食を通
じた豊かな人間性を育むため、さいたま市を４つのエ
リアに分け、各エリアにおいて幼児を対象とした「親子
食育講座」を実施する。

A

　計画通りに実施できた。
　申込者へは案内通知を発送したことで、昨年同様今年度も当日の欠席が少な
く、参加者数は目標の9割になった。

　定員を上回る申し込み状況のため、区の状
況にあわせて定員を拡大する。

　今年度の結果を踏まえ、より効果的・効率的な事業の運営方
法の検討を行う。

ウ

南区 保健センター

44

栄養教諭・
学校栄養職
員等向け学
校訪問指導

　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、指導面の充実を図る。

　全市立小中学校において、給食室の衛生管理の充
実としては、ﾄﾞﾗｲ運用を完全実施する。また、食に関
する指導の充実としては、すべての学校栄養職員が
担任との連携を図り食に関する指導を行う。

B

　衛生管理については、研修会や学校訪問等をとおして、栄養士や調理担当者
に衛生管理の重要性と充実について指導することにより、給食室の衛生に対す
る認識が高まっている。
　食に関する指導の取り組みについては、学校栄養職員、教職員の異動によ
り、今まで実践してきた取組が途切れてしまう傾向がみられる。

　衛生管理については、安全・安心な給食が
今後も継続して提供できるように、各学校の
衛生管理の徹底と充実を図っていく。
　食に関する指導については、第２次食育推
進計画に全教職員が連携した指導体制で推
進するよう示されている。各校に、食に関する
全体計画や年間計画はあるが、計画的、組
織的に実施されていないことが課題である。

　ドライ運用が継続的に図られるように、管理職、栄養士、調理
担当者を対象とした衛生管理講習会において、衛生管理の基
礎・基本及び、近年発生した学校給食における食中毒の発生状
況やその予防方法について周知したり、学校訪問等を通して、
指導をしていく。
　食に関する指導については、計画的、組織的に実践されるよ
う、教員を対象とした食育推進担当者研修会、食育研究委嘱校
の研究発表、学校訪問等をとおして、指導していく。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

45

栄養教諭・
学校栄養職
員等向け研
修

　栄養教諭・学校栄養職員等を対象とした研修会を実施
し、資質の向上を図る。

　栄養教諭・学校栄養職員全体研修（年5回）、新規採
用学校栄養職員・栄養士研修、5・１０年経験者研修、
給食管理や食育に関する研修会を実施することに
よって、栄養教諭・学校栄養職員の意欲を高め、各学
校において、食育の推進に係る新たな事業に取り組
む。

A

　栄養教諭・学校栄養職員を対象とした研修会は、５回／年実施した。食育推
進に係る事業として、地元シェフによる学校給食の実施２０校、食育研究発表２
校、新規採用栄養職員及び採用５・１０年経験者栄養職員所属校１６校が新た
に取り組んだ。

　単年度の食育推進に係る事業では、この取
り組みを活かし、各学校においてさらに食に
関する指導を広げていけるようサポートが必
要である。

　栄養教諭・学校栄養職員を対象とした研修会及び年次研修に
おいては、社会状況や経験年数に応じた内容の研修を実施し、
専門的知識及び技能を高め、実践力の向上を目指すとともに資
質の向上を目指す。
　単年度事業においては、実践校から報告する機会を設けるな
ど、他校への取り組みが広がるような企画を行う。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

46

栄養教諭の
配置

　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、資質の向上を図る。

　「学校における食育」の推進役である栄養教諭の資
質が向上し、研究授業や校内研修を積極的に行うとと
もに、日々の家庭科、体育科、特別活動等で栄養教
諭が参加する授業を年間80時間程度行う。

C

　平成25年度の栄養教諭配置校は小学校１６校、中学校８校であった。前年度
より小学校１校、中学校３校が増えた。栄養教諭配置校は、新規採用者研修を
実施することにより、学校全体として食育への意欲が高まった。
　栄養教諭の食に関する指導の係わり方については、栄養教諭の職務に対す
る認識の高まりとともに、授業に直接係わるのではなく、指導に必要な教材を計
画的に提供することで係わるなど変化が見られる。栄養教諭が新たに配置され
た中学校では、まだ実践例が少ないため、教科担任、学級担任とのＴＴ授業に、
どのように関わっていくのか課題がある。

　平成26年度、新たに小学校３校、中学校１
校に栄養教諭が採用され、栄養教諭配置校
は２８校となった。その配置状況は現職の異
動に伴い、小学校１９校、中学校９校に配置と
なった。
　中学校は教科担任制をとっているため、教
科間のつながりが弱く、教科横断的な指導を
計画的に実施することが難しい状況が見ら
れ、検討していく必要がある。
　また、学校規模や学校状態により栄養教諭
が年間８０時間の授業を行うことが困難な状
況もでており、課題である。

　授業時間数については、一律８０時間の授業参加ではなく、学
校規模や学校状態に応じた無理のない授業時間に見直す。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

47

学校におけ
る食育の推
進

　全ての市立小･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
る。
　また、市内の地元シェフによる学校給食を実施するとと
もに、市民や保護者向けのシンポジウム等を開催する。

　全ての市立小学校（103校）･中学校（57校）で、「学校
教育ファーム」を実施する。
　地元生産者との情報交換会を各区で実施し、地場
産物活用率を30.0％とするとともに、学校給食におけ
る米飯実施回数を週3.5回とする。
　市内の地元シェフによる学校給食を累計45校実施
する。
　市民や保護者向けのシンポジウム等を年1回開催す
る。

B

　農業政策課で行っている「児童体験農園」、学校周辺の農地、校内の畑や花
壇等を活用して、小学校１０３校、中学校５７校、合計１６０校（昨年度も同様）の
市立全小・中学校で、学校教育ファームを実施することができた。また、関係す
る課所や団体との連携を図る「学校教育ファーム推進協議会」と、学校の取組
を支援する「学校教育ファーム研修会」をそれぞれ年１回開催した。
　地元生産者との情報交換会を４回実施した。また、１１月に市立小・中学校の
学校給食で使用する米を、農業政策課、県農林振興センター、ＪＡとの連携によ
り、１ヶ月を通して全て市内産としていたものを、今年度は１２月も続けて実施す
ることができた。地元シェフによる学校給食は、２０校（昨年度は２０校）で実施し
た。

　学校教育ファームは、市立全小・中学校に
活動が広がった。さらに推進してもらえるよ
う、活動する農地を確保することが課題であ
る。
　学校給食における地場産物の活用は、近隣
に農地が不足している都市部において継続
的な活用が難しいこと、生産者が各学校に納
品するのは時間の制約があり難しいため、配
送を主に担当する人（業者）の確保が必要と
いう課題がある。

　学校外の農地だけでなく、校内の花壇等での活動を提案して
いく。
　近隣に農地のある地域は地元農家を中心に、近隣に農地の
ない地域については、農業政策課や県農林振興センターとの連
携を図り、地場産物、地元産米を確保し、使用を進めるととも
に、配送についても検討する。 ウ

教育委員会
事務局

健康教育課
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48

生活習慣病
予防学校検
診

　小学校１年生、４年生、中学校１年生で、標準体重の１
３５％(肥満度３５％)以上の者のうち、受診を希望するも
のに対して検診及び医師、栄養教諭・学校栄養職員等
による指導を実施する。また、検診終了後は、引き続き
各学校において、継続指導・経過観察を行い、子どもた
ちの健康管理に努める。

　対象者数が児童生徒数の１％程度になるよう、指
導・検診を継続する。

B

　各学校において栄養士及び養護教諭が中心となり、当該児童生徒・保護者に
継続指導を実施したが、中１の対象者が想定人数を上回ってしまったため。

　肥満傾向の児童生徒は減少しているもの
の、危機意識の低い保護者もいる。希望制の
検診であり、指導が必要と思われる児童生徒
を受診させることが課題である。

　生活習慣病予防学校検診検討員会の検討結果により、平成
26年度より小学1年生から3年生で肥満度２０％以上の児童を対
象とした校内指導を実施し、早期に取り組みができるよう変更し
た。（小４、中１の対象者は肥満度３５％）今後も効果的な注意
喚起となるよう、学校において周知徹底する。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

49

食の安全に
関する情報
提供・相談
事業

　食の安全確保の推進のため、さいたま市食の安全委
員会等を開催し、「食品衛生監視指導計画」に基づく施
策の推進、特に食の安全フォーラムや市民講習会等を
通じた市民に対する食の安全に関する正しい知識の普
及啓発及び食の安全に関する情報を提供する。

　食の安全確保に終わりはないため、引き続き食の安
全フォーラムをはじめとしたリスクコミュニケーションを
推進するとともに、Webサイト等を活用した食の安全に
関する正しい情報を発信していくことにより、食の安全
に関心を持ち、知識と理解を深めた市民を育成し、食
の安全を確保対策を推進する。

A

　平成25年度は、フォーラムを２回、比較的少人数で意見交換する形式である
サイエンスカフェを２回開催して、食の安全に関する市民意識の向上と情報の
発信を推進した。

　平成26年度においても、フォーラム及び小
規模で意見交換するサイエンスカフェを継続
して実施する予定。食の安全に関するリスク
コミュニケーションの取り組みは、継続するこ
とが重要であり、食の安全確保事業として、
来年度以降も適宜テーマを選定して実施して
いく予定。。

　社会的に問題となった事案、制度の変更等を踏まえつつ、国
との共催も必要に応じて要請し、テーマを選定する。

ウ

保健福祉局 食品安全推
進課

50

食の安全を
確保するた
めの監視、
指導、検査

　食の安全確保の推進のため、「食品衛生監視指導計
画」に基づき、通常監視指導のほか、食中毒予防の観
点から食肉の生食対策、夏期・年末の一斉監視及び大
規模製造業等に対する重点的な監視指導を行うととも
に、収去等検査の拡充に努めていく。

　食品関係の監視指導を科学的根拠を用いて実施
し、かつ効率的に行う体制とするとともに、農薬等の検
査に必要な標準品の整備及び検査項目拡充を計画
的に行うことにより、食品検査体制を強化し、食の安
全を引き続き確保する。 B

　平成25年度監視指導計画における監視業務については、突発的な事案の対
応を行いつつも、重点的、効率的な施設監視、収去等に努めることで、目標値
をおおむね達成するに近い値を監視することができた。
　また、農薬等の標準品の整備についても、９６種類の標準品を整備し、計画終
了時の目標値を達成することができた。

　当初設定した目標値は、食中毒等の突発事
案の対応によりその達成状況が左右されるこ
とは否めない。また、危害分析重要管理点（Ｈ
ＡＣＣＰ）方式による衛生管理の推進を図るた
め、より丁寧な指導を行っていく必要がある。
　また、検査体制については、引き継き充実
強化を図ることが課題である。

　平成26年度監視指導計画においては、ふき取り検査等を取り
入れた監視により一つの施設に対し時間をかけて丁寧に監視
を行うことで、着実な衛生向上を図る。
　また、検査体制に関しては、農薬等の規格基準検査における
検査項目や対象食品の拡充を図っていく。 ウ

保健福祉局 食品安全推
進課

51・57

思春期の専
門相談事
業・子どもの
精神保健相
談室

　小学校高学年～中学生の子ども、家族、関わる関係
者の支援を行う。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
む。家族支援のためのグループワーク、子ども支援のた
めのグループワークを行い、また、子どもへの心理教育
を積極的に取り入れていく。

　複雑困難事例に対応できる職員のスキルアップのた
めの研修を年1回以上実施する。
　思春期の子どもを持つ親の支援を目的としたグルー
プワークを年２クール（１クール６回）以上開始するほ
か、分かち合いの時間を定期的に設ける。親子プログ
ラム、子どものグループワークなど、新たな支援プログ
ラムを構築する。
　子どもに対して、心理教育プログラムを用いた効果
的な介入を行う。

A

　「思春期親の会コッコロン」「コッコロン茶話会」「発達の課題がある子どもたち・
親のための勉強会」を開催し、保護者の心理教育やエンパワメントの機会をつく
ることができた。また、リストカットのパンフレットをより見やすくリニューアルし、
相談や心理教育に役立てることができた。

　保護者のグループについては、今年度も継
続して実施し、参加者のエンパワーを図って
いく。
　子どもの心理教育教材については、思春期
向けの境界線のパンフレットをリニューアル
し、相談業務の中で使いやすく子どもがエン
パワーできるようなパンフレットを作成する予
定である。

　保護者のグループは、今後も継続的に開催する。早期にチラ
シを作成し、職員に周知を図ることで、より対象者の手元に情報
が届き必要な時期に参加できるようしていく。
　相談業務の中でどんな心理教育ツールがあると子どものエン
パワーにつながるのか話し合い、企画・作成する。 ウ

保健福祉局 こころの
健康センター

52

不登校・いじ
め対策

　調理実習・図書館整理・清掃活動・幼稚園保育園体験
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する。
　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
の充実を図る。さらに、スクールカウンセラーやさわやか
相談員に対して研修会を通して資質の向上を図る。

　適応指導教室を市内5か所とする。

B

　目標は、概ね達成した。
　児童生徒の状況は一人ひとり異なり、学校復帰へのタイミングと指導の評価
のタイミングとにずれがあるため、実績は年度によって増減する。

　より一層、学校との連携を強化し、学校復帰
への支援を行う必要がある。
　注：指標⑤（ｂ）の部分復帰は、適応指導教
室に入室する際の登校の状況が個々によっ
て大幅に違うこと、学校復帰へのステップは、
一進一退しながらよくなる場合が多いことか
ら、学校に行く日が増加した児童生徒を算出
した。

　児童生徒の個々の状況に応じたきめ細かな支援をするととも
に、学校との連携を一層強化し、学校復帰を目指す。

ウ

教育委員会
事務局

指導2課

53

教育相談室
での電話・面
接・相談事
業

　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、友達とうまく付き合えない、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する。

　教育相談室を市内５か所とする。

A

　目標は、達成した。
　教育相談室と学校の連携強化等により、悩みを抱える児童生徒やその保護
者が教育相談室と一層つながりやすくなった。

　医療や福祉等、他機関との連携による支援
が必要な相談が増加している。

　研修等による相談員の資質の向上を図るとともに、こころの健
康センターや児童相談所等、他機関との連携を一層強化する。

ウ

教育委員会
事務局

指導2課

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

　児童生徒の心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
導や助言を行う。

　多様化かつ複雑化する児童生徒の健康課題の中
で、学校が児童生徒のこころの健康問題や思春期に
おける性の健康問題に対し、学校の実態に応じ、専門
医と連携を取り、早期に発見し適切に対応できるよう
学校精神科医及び学校産婦人科医による派遣制度を
整備する。

B

　学校精神科医による健康指導を2回、学校産婦人科医による健康指導を２回
実施した。希望のあった学校は全て実施した。

　本事業の啓発及び緊急性を要する健康相
談にも対応できるなど、ケースによっては手
続きの簡素化を図り、学校のニーズに合う事
業とすることが課題である。

　校長会や教頭会、保健主事研修会や養護教諭研修会を通し
て、本事業について啓発活動を行う。また、派遣による健康相
談や健康指導の成果を、実践校から報告する機会を研修会等
に設け、多様な本事業の活用の仕方について提示する。また、
他局・他課の専門医派遣事業との差別化を図り、学校のニーズ
に合わせた事業の展開を図る。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

56

ひきこもり対
策

　ひきこもり本人・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
けた支援を行う。

　ひきこもり本人・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
に向けた支援を行う。そのため、個別面接や他機関と
の事例検討を行う。また、ひきこもり等の子どもの親の
支援を目的としたグループワークを年１クール（４回）
以上、ひきこもり当事者のためのグループワークを月
２回以上行う。

A

　平成25年1月に「さいたま市ひきこもり相談センター」を開設し、週2日（火・金）
ひきこもり専門相談電話を設置した。個別相談（電話・面接等）数も増加傾向に
ある。ひきこもり等の子どもの親のためのグループワークについては、参加希望
者が増加したため、年２クール（１クール５回）実施した。当事者のためのグルー
プワークは計画数通り実施し、延1５９名の参加があった。

　ひきこもりの問題をもつ当事者及びご家族
は、就学・就労・高齢化・経済・家族関係改善
等の多様なニーズを抱えている他、精神疾患
や知的・発達障害等の当事者の抱える課題
も多様化している。平成25年10月より、新規
グループとして、15歳から概ね20歳までの方
を対象とした思春期グループ「コレッタ」を実
施し、年代（児童期、思春期、成人期）に応じ
たプログラムを実施しているが、内容を充実さ
せることが課題である。

　ひきこもり対策連絡協議会を実施し、地域機関との連携をさら
に深めていく。また、普及啓発パンフレットの作成・配布、講演会
を実施し、普及啓発を行い、相談窓口の周知を図る。
　また、（仮称）ひきこもりサポーター養成研修事業及び派遣事
業について実施していく。

エ

保健福祉局 こころの
健康センター

58

大宮駅周辺
環境浄化パ
トロール

　地域青少年の健全育成・非行防止のため、大宮駅周
辺のパトロールを年５回程度実施する。

　さいたま市全域に市民が、市を代表する地域の環境
浄化の意識を高く持ち、積極的にパトロールに参加す
るようにしたい。

A

　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金曜日に実施した。荒天のため、第５回目が中止となっ
たが、その他の会は多くの参加者があった。

　夏場の巡回活動は、高温と急激な天候の変
化への注意が必要である。天候不順による活
動中止の連絡体制を整備する必要がある。

　気温や天候によって、巡回活動の範囲や時間を決定し、安全
第一を心掛ける。大雨注意報や雷注意報が発令している場合
には、中止にするなどのガイドラインの設定と、連絡体制を整備
する。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

59

屋外広告物
適正化推進
事業

　屋外広告物についての規制や意識啓発を行うととも
に、ボランティア撤去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る。

　電柱や街灯などに貼られたはり紙等には、青少年に
悪影響を与えるおそれのある広告内容もあることか
ら、委託業者や職員だけでなく、ボランティア撤去団体
との協働により、これらの違反広告物を撤去し、良好
な景観の形成と風致の維持を図る。

B

　違反広告物の撤去は、年間を通じてボランティア撤去団体、委託業者、職員
により行っている。ボランティア撤去団体については、団体の減少や撤去員の
増減があるものの、Ｈ２５年度末で５１７人の方が活躍しており、概ね目標を達
成している。

　違反広告物の撤去へのノウハウを高めると
共に、今後の活動回数を増やすなどして、ボ
ランティア活動の活性化を推進することが課
題である。

　ボランティア撤去団体の積極的な活動への啓発活動を行うこ
とで、市全域にある違反広告物の撤去の普及に努めていきた
い。 ウ

都市局 都市計画課

60

青少年育成
巡回活動

　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、各地区において巡回活動を実施する。

　青少年育成巡回活動は年々活発となり、各地区会
での青少年育成の担い手としての意識は高まってい
る。５年後は参加人数２５，０００人、回数６，０００回と
なるようにしたい。 A

　青少年育成さいたま市民会議の協力を得て、目標を達成することができた。
各地区会の意識が大変高く、今後も継続していきたい。

　巡回活動を行うボランティアは高年齢者が
多く、夏場の高温対策が必要である。高温の
場合は、無理をしない範囲での巡回活動を行
うか、または、中止することを推奨し、巡回ボ
ランティアの安全面の確保が必要である。

　巡回活動は、継続して行うことが重要であるので、無理のない
ように、継続できるような体制を整える。また、安全面について、
事務局からも注意を促して、安全に活動できるように呼びかけ
る。 ウ

子ども未来局 青少年育成
課

62

非行防止対
策の推進

　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する。

　この事業の推進により、さいたま市の非行行動発生
率が減少し、青少年が健全に成長できる地域になる。

A

　「社会を明るくする運動」に協力し、スローガンの掲出や啓発物品の配布を実
施。区民まつりやふれあいフェア会場等で各地区の補導委員が中心となって、
非行防止啓発キャンペーンを実施。区連絡会が積極的に呼びかけたことで、参
加率が上昇している。

　人員の確保は難しい状況であるが、活動の
重要性を訴え、積極的に呼びかけを行う。

　青少年育成さいたま市民会議の会議や研修会など、あらゆる
機会を通して、周知を図っていく。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

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

　浦和レッドダイヤモンズ及び関係機関の協力を得てＪ
リーグの試合観戦の来場者に対し、啓発資材の配布及
びキャンペーン用横断幕の掲揚等薬物乱用防止の啓発
活動を実施する。

　青少年への覚せい剤等の薬物乱用の広がりを食い
止め、薬物乱用の根絶を目指す。

A

　平成25年9月21日に埼玉スタジアム2002にて以下のとおりキャンペーンを実
施。観客に対して薬物乱用防止を訴えた。
（Ⅰ）横断幕の設置
（Ⅱ）オーロラビジョンでの啓発映像の上映
（Ⅲ）市内中学生による横断幕の掲揚
（Ⅳ）のぼり旗の設置
（Ⅴ）啓発資材の配布（ポケットティッシュ7,000個／バンソウコウ6,000個）等

　特記事項なし 　（埼玉県鴻巣保健所が実施主体）

ウ

保健福祉局 環境薬事課



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了
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評価

64

喫煙、飲酒、
薬物乱用防
止教育の推
進

　小・中学生に対して、薬物乱用（喫煙、飲酒も含む）防
止に関するアイディ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、薬物乱用
防止に関する講演会を開催する。

　小・中学校に対して、各団体等の薬物乱用（喫煙、
飲酒も含む）防止に関するアイディア及び感想文の募
集要項を薬物乱用防止教室および学校保健委員会と
関わりながら通知していく。その中から優秀な作品を
選考して表彰を行う。
　薬物乱用防止に関する講演会を開催し、小・中・高
等・特別支援学校からPTA・教職員が参加する。

A

　ＰＴＡ活動や地域自治会等との協力や連携を図り、児童・生徒のみならず、保
護者等も学べる内容として薬物乱用防止教育の取組を行ったことにより、薬物
乱用防止アイディア及び感想文への応募人数が増加したと考える。

　各学校において、専門機関と連携して薬物
乱用防止教室を工夫して確実に実施できるよ
うに支援するとともに、今後も、教職員や保護
者の講演会参加を周知し、参加人数を増や
すことが課題である。

　各学校において、薬物乱用防止指導員の活用の周知を図り、
児童・生徒のみならず、保護者等も学べる内容や実施形態など
の工夫をして、薬物乱用防止教育に取組むよう啓発する。ま
た、PTAや地域自治会等の薬物乱用防止教室や講演会参加に
ついて、学校保健委員会等で情報を提供するよう通知の発出
及び研修会等で周知する。

ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

65

放置自転車
対策事業

　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す。

　５年程度で、募集対象である全小学校が、本事業に
参加して作品を提出するようになる。

B

　市立小学校は１０３校あるものの、ポスターの提出があったのは16校であっ
た。各小学校へ周知を行った結果、過年度に比べ多くの作品の応募があった
が、他の課所が所管するコンクール等もあり、すべての小学校が本事業に参加
することが難しいのが現状であると思われる。

　本事業は、「自分発見パスポート」の掲載事
業として実施しているものであり、児童生徒が
自分の得意な分野、自信のある分野の催し
に参加するという仕組みのもとに応募しても
らっている。また、放置自転車のない学区もあ
り、学校ごとに作品提出数のばらつきがあ
る。
　しかし、所管課としては、なるべく多くの学
校、児童生徒に本事業に参加してもらい、自
転車駐輪に対する正しい行動を促すきっかけ
としたい。

　作品の掲示機会や活用方法を増やすなどして、放置自転車
追放の啓発ポスターコンクールを周知していく。

ウ

都市局 自転車まちづ
くり
推進課

66

青少年健全
育成研修会

　すべての市民が青少年の健全育成に関心を持ち、地
域及び家庭において実践することができるよう、青少年
健全育成についての識者による講演を中心とした研修
会を開催する。

　より多くの市民がこぞって参加し、青少年の健全育
成についての認識を高め、実践していく意欲を喚起す
る研修会としたい。 A

　東京聖栄大学の岡田弘教授を講師に迎えて、「現代における青少年の心理」
について講演会を実施した。７月１８日（木）に、産業文化センターで実施し、各
地区の育成会会員や市立小・中学校職員、ＰＴＡ関係者、青少年育成関係団体
等より２６９人が参加。会場の定員が３００名となっており、参加者の増加は難し
い状況にある。

　青少年の健全育成に造詣の深い方を講師
として招き、講演会を実施しているが、今後も
参加者のニーズにあった、講師を選定してい
くことが課題である。

　講師については事前にしっかりとリサーチし、講演依頼時にど
のような内容で行ってほしいかを伝える。また、随時連絡を密に
し、開催の意図を明確にする。また、主な参観者である青少年
育成さいたま市民会議会員からの意見・要望を取り入れ、ニー
ズに合った講演会としていく。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

67

青少年育成
推進大会

　青少年関係者が一堂に集い、講演や報告をとおして連
帯意識を高め、青少年健全育成の全市的機運を高め
る。また、青少年団体及び個人の業績を表彰し、今後の
青少年活動の振興を図る。

　青少年の健全育成活動に力を入れている団体、個
人について大きく表彰し広める場とし、地域の力を活
性化できるような会としたい。 B

　青少年育成推進大会では、市民３４７人の参加をいただき、ＮＰＯ法人さいた
まユースサポートネット代表理事の青砥恭氏に講演を行い、青少年の健全育成
に対する大きな示唆を頂いた。また、市の青少年育成に貢献している３団体及
び１１３人が表彰された。当日は、たいへん多くの市民が来場され立ち見も出る
ほどであった。会場に入れない人もでるほどの参加者があった。

　多くの市民に大会の意義を周知していくこ
と、地域ごとの青少年健全育成に対する機運
を高めることが必要である。

　青少年の健全育成は、地域の力が重要であることを浸透させ
るために、青少年育成団体と連携し、よい講師の選定を進め
る。また、青少年健全育成に功績ある市民を積極的に表彰して
いくことで、青少年の健全育成の機運を高める。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

68

有害な図書
等の規制

　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、推進する。

　埼玉県青少年健全育成条例に基づき、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、推進する。

B

　平成25年度　既存設置台数8件のうち有害図書に関する廃止届出書の提出
は０件

　今後も埼玉県青少年健全育成条例に基づ
き、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、推進する。

　引き続き埼玉県健全育成条例に基づき事務を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

69

さいたま市
交通指導員
設置事業

　「さいたま市交通指導員」による立哨活動により、小学
校の登校時等の交通安全・交通事故防止を図る。

　各年度末時の交通指導員数について２００人を維持
する。

A

　年度途中の退職者は８人であったが、推薦に基づき９人を指導員として委嘱し
たことにより、H25年度末の指導員数は２０６人となり、目標とする指導員数を確
保できた。

　交通指導員の平均年齢が61歳と高く、高齢
化している。また、市立小学校２校について、
指導員の配置が無いため、指導員の確保に
努めていく。

　交通指導員の職務内容の周知、及び各支部への働きかけを
おこない、指導員の確保に努める。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

交通防犯課

70

学校安全
ネットワーク
の構築

　さいたま市内の市立小学校において、学校が中心とな
り、ＰＴＡや地域の方々、地域諸団体が、子どもたちを守
るために連携し、地域の見守りの目を広げて学校安全
ネットワークを構築する。

　防犯ボランティアによる見守り活動をさらに充実さ
せ、多くの大人の目で子どもたちを見守っていく。ま
た、学校安全ネットワークを推進するために、学校が
中心となり、ＰＴＡと協力して体制づくりを進めていく。
　学校安全ネットワークを推進するよう、全ての小学校
でネットワークづくりの基盤となる防犯ボランティア連
絡会議を開催し、自治会等多くの関係団体の協力の
下、学校防犯にかかる情報交換や情報の共有化を行
う。

A

　防犯ボランティア連絡会議については、全ての学校において実施している。
　業務中に不審者を目撃した時に、警察や教育委員会に連絡をし、万が一の場
合は子どもを保護していただく「子ども安全協定」を、新たに８事業者と締結して
計５８事業者の御協力をいただき「学校安全ネットワーク」を強化した。

　通学区域全体の安全性を高めるために、学
校やＰＴＡが中心となり、地域の方々の協力を
得ながら、多くの目で子どもを見守る「学校安
全ネットワーク」体制の拡充、強化を図る。
　「学校安全ネットワーク」推進に係る不安や
心配等を把握し、必要に応じて支援する。

　「学校安全ネットワーク」推進状況について、引き続き各学校
の実態を把握し、必要に応じて支援等を行っていく。
　業務中に不審者を目撃した時に、警察や教育委員会に連絡
等をする「子ども安全協定」の締結事業者を拡大していく。
　児童に対して、学校安全ネットワークボランティアの方々へ感
謝の気持ちを育むため、交流会や感謝の集いなどの教育活動
の一層の充実を図る。

エ

教育委員会
事務局

健康教育課

71

警備員の配
置

　不審者の学校侵入を防ぎ、学校の安心安全を高める
ため、市立小学校及び特別支援学校に警備員を配置す
る。

　市立小学校の学校警備員の配置については、半日
配置を継続するとともに、多くの人の見守りによる学
校安全ネットワーク推進体制を整備し、学校とＰＴＡ、
地域の方々との連携の中で、学校の安心安全を確保
していく。

A

　市内小学校（１０２校）において、学校警備員半日体制を含む「学校安全ネット
ワーク」を推進したが、東日本大震災で校舎の一部が損壊し、仮設校舎で授業
を行っている小学校１校は、「学校安全ネットワーク」が整っているものの、引き
続き学校警備員を全日配置とした。

　東日本大震災の影響を受けた1校を除き、
全ての市立小学校で学校警備員半日体制を
含む「学校安全ネットワーク」体制を拡充す
る。今後も、学校や地域の実態を把握しなが
ら、必要に応じて支援を行っていく。

　「学校安全ネットワーク」推進状況について、引き続き各学校
の実態を把握し、必要に応じて、助言などの支援を行っていく。
不測の事態には、人的支援を行う。 ウ

教育委員会
事務局

健康教育課

72

交通安全施
設設置事業

　交通安全施設として、道路照明灯を年間1400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
守る。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、エコ社会化に貢献する。

　道路照明灯設置数：８９，６００灯
　道路照明灯のうちLED照明灯設置数：６，１６０灯
　道路反射鏡設置数：１７，３００基

B

　道路照明灯設置は目標値を達成したものの、道路反射鏡については目標値
には達しなかった。
　交通安全施設は、照明灯及び反射鏡以外に路面表示やポストコーンの設置
などがあり、設置場所により最適な措置をとらなければならない。平成２５年度
においては危険箇所への最適な措置が道路反射鏡設置以外で対応すべき箇
所が多かったものと考える。

　道路反射鏡の設置数が目標数に達しな
かったことを踏まえ、道路反射鏡以外での交
通安全対策も推進していく。

　道路における危険箇所を把握するとともに、どのような交通安
全施設が効果的であるかを判断する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

交通防犯課

74

歩道整備事
業

　自動車や自転車、歩行者の交通量が多く、通行に危険
な路線や学童の通学路となっている区間について、歩道
整備に関する計画を策定し、整備を実施する。

  未整備路線における優先度を検討し、歩道等の整備
事業に着手する。

B

  歩道整備に必要となる用地の取得や歩道整備工事を進めた。
　用地の取得に関しては、地権者の理解、協力が必要であり、場合によっては
長期の期間を要するため、路線により進捗に差が生じている。

  道路利用者からの歩道整備に関する要望
は多く寄せられるが、事業実施には沿線地権
者の協力が不可欠である。

  事業への協力が得られるよう、引続き交渉を進める。
　用地取得にあたり、協力を得られるのに長期化する地権者も
存在するため、工事着手が可能な範囲から順次実施していく。

ウ

建設局 道路環境課

75

防犯対策事
業

　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・整備等を行い、安心・安全な
まちづくりを推進する。

刑法犯認知件数を14,200以下にする。
自主防犯活動団体を７６０以上にする。

A

各種防犯施策の実施により、刑法犯認知件数は平成17年以降減少傾向にあ
る。また、自主防犯活動団体数は増加傾向にあり、今回も増加している。

刑法犯認知件数は、年々減少傾向にある
が、自転車盗や振り込め詐欺などの市民に
身近なところで起きる犯罪の割合が高くなっ
てきている。

自転車盗や振り込め詐欺などの市民に身近なところで起きる犯
罪を防止するため、警察等と連携し広報啓発に努める

ウ

市民・スポー
ツ文化局

交通防犯課

75西

防犯対策事
業

　西区の防犯啓発と地域の治安向上を目指し、区職員
による青色回転灯装備車両による防犯パトロールを週２
回（火曜日・木曜日）下校時間に合わせて実施する。
　また、「西区安心安全ネットワーク協議会」と連携し、
「防犯のつどい」を実施し、防犯講演会や合同パトロー
ルを行い、安心で安全な地域づくりを支援する。

防犯意識の高揚が図られ、防犯活動が定着し、安全
で安心して暮らせる地域社会を実現する。

B

　火・木曜日実施週と、月・水・金曜日実施週を交互に行うこととし、自治会や学
校等からの要望によるパトロール強化地域について経由するようにした。
　また、防犯のつどいについては、自治会や防犯活動団体への意識啓発によ
り、ほぼ目標値の参加者を確保している。

　昨年度から引き続き、火・木曜日実施週と、
月・水・金曜日実施週を交互に防犯パトロー
ルを実施し、警察からの情報提供をもとに、
犯罪発生数の多い道路をパトロールするよう
職員に指導する。
　防犯のつどいは今年度も平日開催予定で
あり、開催後の合同パトロールでは、危険な
箇所に誘導担当を配置するなど、安全に行え
るよう事前に検討が必要と思われる。

　青色防犯パトロールや防犯のつどいをとおして、より多くの区
民の方が防犯活動の認識を強め、参加するよう促していく。

ウ

西区 総務課

75北

防犯対策事
業

　子どもの安全を含めた地域の治安向上を図るため、自
主防犯団体が連携を取れるよう支援していく。
　また、自主防犯団体を対象にした子どもの安全に対す
る防犯講演会や講習会などを実施し、地域の防犯意識・
防犯知識の向上を図るとともに、自主防犯団体に必要な
用品を配付し、活動体制の充実を図る。

　区内の自主防犯団体が横の連携をもちながら防犯
活動を充実させ、子どもから高齢者までの安全で安心
な北区の実現

B

　北区と北区防犯連絡協議会の取り組みについては、定着化しており、年間目
標を着実に達成している。講習会等参加人数に関しては、平成２５年度につい
ては目標値をわずかに及ばなかったものの、北区防犯デーや北区防犯講習会
など区内に定着していることが伺える。

　北区と北区防犯連絡協議会が現在取り組
んでいる事業については、すでに防犯活動を
実施している区民を対象者としているため、
今後はさらなる防犯活動の輪を広げるため、
防犯活動について関心や知識がない区民に
対し事業を広げていく必要がある。

　自分のまちは自分でまもるという意識をもってもらうため、現在
実施している講習会等の活動に加えて、防犯活動について関
心がない区民に対する啓発活動を行う。なお、関心は高くても
活動への積極的な関与がない区民（幼年期の子どもをもつ世
代）を対象とする啓発活動を実施することが、防犯活動の輪を
広げる上で重要である。

ウ

北区 総務課

75大

防犯対策事
業

　区職員による「青色防犯パトロール」を週３回、子ども
たちの下校時間に合わせて、学校、公園、住宅街を中心
に実施する。
　また、「大宮区安全なまちづくり協議会」と連携し、「安
心・安全のつどい」や防犯講習会等を行い、地域で子ど
もの安全を見守る体制を支援する。

　安全で安心して暮らせる地域社会を作っていくには、
地域の防犯活動を支援し、区民の防犯に対する意識
を高めていくことが、重要であるため、「大宮区安全な
まちづくり協議会」を中心に、行政、警察、地域が連携
し、協働して防犯事業を実施し、街頭犯罪の発生を抑
止していく。

A

　大宮区において、街頭犯罪の半数以上を占める自転車盗難の要因の一つで
ある放置自転車を減少させるため、大宮警察署及び車両対策事務所と協働
で、大宮駅周辺の放置自転車へ警告札添付活動を毎月実施している。また、
「青色防犯パトロール」を週4回に強化した他、街頭防犯啓発キャンペーン等も
定期的に実施したことで、区民の方々の防犯意識の高揚にもつながり、街頭犯
罪件数減少の一因となったと考えられる。

　犯罪件数は減少傾向にあるものの、他区と
比較すると依然として犯罪率が高いことから、
引き続き防犯対策に取り組んでいく必要があ
る。

　区民の防犯意識の向上を図るため、犯罪を起こさせにくい環
境づくりを進める「大宮駅周辺繁華街環境浄化パトロール」、防
犯や交通安全への意識の高揚と知識の普及を目的とした「安
心・安全のつどい」などの防犯啓発事業を継続実施する。
　また、平成２５年度より新規実施している区役所玄関前での防
犯自転車の展示や、庁内定時防犯啓発放送も引き続き継続
し、広く防犯意識の高揚を図る。

ウ

大宮区 総務課



事業評価表　【基本目標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】
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評価

75見

防犯対策事
業

　安心・安全なまちづくりを目指すために、区民への防犯
意識の啓発と地域における防犯活動を推進する。

　区民の防犯意識の向上と、行政、団体とが連携した
防犯活動により、犯罪件数の少ない安心安全なまち
にする。

A

　両年度とも目標値には到達しておらず、平成23年度実績においては前年度よ
り増加となった。しかしながら、平成23年度及び平成24年度の犯罪件数を比較
すると減少している。
　平成25年度は目標値を達成している状況である。

　高齢者を標的に振り込め詐欺の発生件数
が増加しており、その犯罪発生状況に併せた
防犯啓発を行い、
　住民１人１人に防犯に対する意識を持って
いただき、犯罪に対する抑止力とする。

　一年を通して継続した活動を実施しているが、特に｢7/10見沼
区防犯の日」に各団体や区役所において啓発活動を実施する。
なお、犯罪発生件数が急増する１２月においても重点防犯啓発
を行い、地域での防犯啓発を行う。
　青色防犯パトロールにて、従前からの子どもの見守りに加え、
現在の犯罪発生状況の著しい振り込め詐欺発生件数の増加に
対し、特に高齢者へ向け振り込め詐欺に対する防犯啓発を行っ
ていく。
　また、区内の防犯活動団体が集まる区防犯連絡協議会の場
等で、互いに情報交換を行って連携をとりながら、防犯意識の
普及・啓発を図っていく。

ウ

見沼区 総務課

75中

防犯対策事
業

　地域社会に犯罪を起こさせにくい防犯のまちづくりを推
進するために、職員２人体制で週３回、児童の下校時間
帯を中心に青色防犯パトロールを実施する。また、区内
での犯罪事案に対し速やかに注意喚起を行うために臨
時防犯パトロールを実施する。

　青色防犯パトロールに携わる区職員を対象に、防犯
に対する意識の向上と犯罪情勢の認識を高めるた
め、受講率を１００パーセントを目標とする。 B

　窓口の混雑など、当日職員が講習会に参加することが困難な状況になってし
まったため、受講率の向上を図ることができなかった。

　職員の防犯意識を高めるとともに、講習会
に必ず出席できるように講習会の開催など工
夫する。

　開催時期を決定する際に、各課の繁忙期を避けるなど、職員
がより参加しやすいような講習会づくりを進める。また、桜区役
所と調整を図り、中央区役所での参加が困難な職員が講習を
受けられるよう配慮する。

ウ

中央区 総務課

75桜

防犯対策事
業

　防犯啓発と地域の治安向上を目指し、区役所職員によ
る「青色防犯パトロール」を運行している。また、桜区防
犯連絡協議会の運営により、地域安全活動の普及と啓
発（防犯標語募集、桜区区民ふれあいまつりでの啓発品
配布、防犯講演会など）及び区内防犯活動団体への支
援を行う。

　事業概要の内容について、継続して行うことにより地
域安全活動の普及、啓発へつなげる。
　また、青色防犯パトロール車（EV車）を各学校へも乗
り入れ、青色防犯パトロール車の役割などを児童にも
認識してもらう。

A

　学校敷地内へ防犯パトロール車の乗り入れを行い、児童の目に触れさせるこ
とにより、パトロール車の周知・啓発を行った。

　引き続き防犯パトロール車の周知・啓発を
行っていく。

　乗り入れを実施していない学校の児童へも防犯パトロール車
の周知・啓発を行っていく。

ウ

桜区 総務課

75浦

防犯対策事
業

　防犯啓発と地域の治安向上を目指し、区職員が「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週３回（火曜、水曜、金曜）行う。

　防犯パトロールの継続により、安心で安全なまちづく
りを形成する。

A

　昨年度、週５回のパトロール実施を計画し、概ね週５回の実施ができた。 　安心安全なまちづくりを推進し、犯罪のない
安心して住めるまちの構築を目指し、昨年度
の週４回から週５回へ拡充を行い、継続して
いるところである。各課の協力を得てパトロー
ルの要員を確保しているが、通常業務と並行
したパトロールに当たるため、担当者への負
担が大きい。

　安心安全なまちづくりの推進が区長マニフェストで掲げている
目標であり、防犯活動を強化するため週４回から週５回への拡
充をした。各課の通常業務への負担・影響は大きいところであ
るが、再任用職員を活用することで各課負担を低減しつつ、さら
なる防犯活動の充実を図る。

ウ

浦和区 総務課

75南

防犯対策事
業

　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う。また、南区防犯パト
ロール協議会及び浦和警察署と連携し防犯講演会講習
会などを実施し、地域で子どもの安全を見守る体制を支
援する。

　地域の子どもたちが、安心して暮らせる、犯罪を起こ
させない街づくりへの支援体制づくり

A

　犯罪のない、快適で安全な明るく住み良い地域社会の実現を図ることを目的
として、自治会主体による夏冬年２回の南区一斉防犯パトロール実施及び自治
会主体による毎月1回以上の防犯活動への継続的支援を行った。昨年度を大き
く上回り、目標を達成できた。

　南区一斉防犯パトロールを定着させ、犯罪
の未然防止や防犯意識の普及啓発を行い、
地域の安心･安全なまちづくり実現のため、地
域の自主防犯活動をさらに根付かせる。

　安心・安全なまちづくりを形成するために、より多くの区民の防
犯活動への参加を促していく。

ウ

南区 総務課

75緑

防犯対策事
業

　地域と連携のもと緑区内において、防犯推進により明
るく住みよい地域社会の実現を図ることを目的に、講習
会や講演会を実施する

　区民の防犯に対する意識を啓発するため、緑区地
域防犯講習会・緑区防犯講演会等を継続して開催す
る。

B

　地域の防犯活動に役立つ知識を習得したリーダー的な人材の育成を図るた
め、防犯講習会を実施。自治体より選抜された人を対象に実践的な講習を展開
し、好評を博する。
　講演会は、子どもをまもる防犯のありかたに精通している講師を招き、好評を
博する。

　子どもやお年寄りを対象とした犯罪が多発
してきている昨今、今現在大きな問題があま
り起きていない緑区だからこそ、事前の備え
に重点を置き、将来を見据えた防犯意識の向
上につながる事業として、各会の継続を望む
声が多い。

　新しく開催した「地域防犯講習会」の継続で地域のリーダー的
人材を育成し、防犯意識の向上と防犯活動の活性化を図る。
　講演会では、時代背景に即した、内容の充実を図る。
（平成２４年度まで緑区防犯展・平成２５年度～防犯講習会） ウ

緑区 総務課

75岩

防犯対策事
業

　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う。また、区における各
団体と連携し、地域で子どもたちの安全を見守る体制を
支援する。

　子どもたちが犯罪被害者とならないよう、小学校の
下校時間帯を中心に青色回転灯搭載車による防犯パ
トロールを引き続き実施する。

B

　防犯パトロールによる犯罪抑止だけでなく、子どもとその保護者が一緒に防犯
を考えることが犯罪被害者を生み出さないことにつながると考え、パトロールに
代わり親子向けの防犯教室を実施した。パトロール回数は週１回程度の実績だ
が、警察の依頼により事件・事故のあった付近の小学校を重点的にパトロール
するなどして、回数の不足を補う効果が十分に得られたと判断した。

　区役所各課に協力を仰ぎ、年間を通して毎
週２回のパトロール実施を計画しているが、
業務の繁忙等で毎週２回の実施が困難な状
況がある。しかしながら、防犯の取組は市民
生活の安心・安全の確保のために重要なもの
であり、各課に対して適宜、周知・啓発を行
い、その重要性を十分に認識してもらう必要
がある。

　区役所各課に対し、青色防犯パトロールの重要性について周
知を図るとともに、年度途中で青色防犯パトロールの実施状況
について確認を行い、週2回のパトロールが実施できていない
場合には、各課所属長に対して改めて協力を要請する。

ウ

岩槻区 総務課

76

交通安全教
室事業

　幼児・小学生を対象とした交通安全教室を実施するこ
とにより、分かりやすく交通ルールを説明し、安全意識を
啓発することにより児童生徒の交通事故防止を図る。

　年間の交通教室開催回数を80回以上とする。

A

　H２５年度の開催回数は、前年に比べ、小学校で若干減少したが、幼稚園で増
加したことにより、H24年度実績と同数となった。

　平成２５年度の幼児に対する交通安全教室
は、幼稚園からの開催申し込みが少なく１０
回のみであるため、幼稚園での開催回数の
増加に努める。

　市内の幼稚園に開催案内を送付し、幼稚園からの申し込み増
加に努める。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

交通防犯課

77

子ども自転
車実技試験
事業

　小学校の校庭に設定された擬似道路において、子ども
たちが自動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する。
　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問に挑戦する。

　小学生3年生または４年生の時に自転車に関する
ルール及び扱いを、6年間で約4千名を超える児童の
実技試験を実施することにより、交通安全教育の普及
を図る。 A

　警察（大宮東警察署）の事業として、実施しているため、市は主体となって事
業を実施していない。

　Ｈ２５年度からは全小学校（１１校）で実施の
予定であるが、実施主体は警察（大宮東警察
署）となっている。市ならびに交通安全保護者
の会（母の会）は協力・連携し、警察の事業と
して継続されている。

　本事業に協力している交通安全保護者の会（母の会）ととも
に、市としても引き続き協力を行う。

オ

見沼区 くらし応援室

78桜

ヒヤリハット
マップ・防犯
安全マップ
の作製

　防犯を通じてまちづくりを推進していくことを目的に、桜
区内８小学校ごとに、通学路地図に子供ひなん所、１１０
番連絡所、不審者の出た場所等を表示した防犯安全
マップを作製する。

　小学校の周辺や通学路において、危険箇所の調査・
点検を行い、区内すべての小学校８校について小学
校単位でヒヤリハットマップを作製し周知・啓発を行
う。平成２３年度で全校分が終了したが、継続的に見
直しを行っていく。

A

　学校、PTA、防犯ボランティア、交通安全保護者の会、交通指導員、警察等と
連携を図り、危険箇所の点検や確認を行い作製した。ヒヤリハットマップを作製
することにより地域との連携が深まった。

　過年度に作製したヒヤリハットマップの見直
し業務であり、より精度の高いものを作製す
るため、最新の地域情報や危険箇所の点検
等について関係者と調整を図っていく必要が
あり、常時、関係者と連携を密にする必要が
ある。

　ヒヤリハットマップの精度を高めるには、危険箇所の点検確認
回数と校正回数を多くする必要があるため、余裕のある事業計
画を策定する。

ウ

桜区 くらし応援室

78緑

防犯安全
マップの作
成

　防犯を通じてまちづくりを推進していくことを目的に、緑
区内１０小学校ごとに、通学路地図に子どもひなん所１１
０番連絡所や不審者の出た場所を表示した防犯安全
マップを作製する。

　緑区内９小学校の通学路を中心に、危険箇所の把
握、子どもひなん所１１０番連絡所の充実を図る。
（平成２４年より１０小学校）

B

　子どもひなん所１１０番連絡所として新しく登録して頂いた件数より、商店会関
係及び個人の家が減少した件数のほうが上回ったことにより、全体登録数が微
減した。そのため、実績値が目標値を下回った。

　商店全体の減少により、ひなん所として協
力して頂ける商店が減少する傾向にある。ま
た、個人の家においても、昼間に不在がちで
あることや協力者が高齢になった等の理由に
よる辞退があり、減少傾向にある。

　商店全体数が減少するなか、　商店と個人宅ともに、ひなん所
に協力していただける所の掘り起こしを図る。

ウ

緑区 総務課

307浦

交通安全啓
発事業

　「子供を交通事故から守ろう」を目的に交通安全意識
の向上と交通事故防止を目指す。
①　児童生徒が交通安全の願いを込めて書いたメッ
セージ付き折り鶴を駅頭で配布する。
②　ヒヤリハットマップを作成すると共に、交通安全対策
の充実を図る。
③　交通事故マップについてホームページで閲覧できる
ようにする。

　小・中学生の交通事故件数をH21年度実績の８０％
をとする。（目標値は毎年対前年比４％の交通事故減
少を目指す。浦和警察署交通事故抑止対策の数字に
よる。）

A

平成１５年度から警察署等と協働により地域ぐるみで子供を守ろう！をコンセプ
トとして交通事故防止を目的に夢の翼セ－フティ－プロジェクト事業を実施して
おり、平成22年度の事故件数は大幅に減少した。しかし、自転車事故が増加
し、平成24年度は前年に比べ減少したものの、平成25年度は増加傾向となっ
た。

　ヒヤリハットマップ作成のため、通学路にお
いてヒヤリとした交通危険箇所等を家族で話
し合ってもらい、児童・生徒及び保護者が交
通安全の意識を持ち、交通事故防止を目指
す。また、街頭キャンペーン等を行い、運転者
等の交通安全意識の向上を図る必要があ
る。

　小・中学生及び保護者にヒヤリハットマップ、交通事故マップ
の活用の促進や、自転車運転教室を開催するとともに、運転者
等に対して交通事故防止の啓発活動を行う。
また、学校、ＰＴＡ、自治会、警察署等とヒヤリハットマップを基に
交通危険箇所等の点検を行い、交通安全、防犯上必要な道路
反射鏡、街路灯、路面標示、看板等の設置を進める。

ウ

浦和区 くらし応援室
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所管事業
番号

事業名 事業概要 計画終了時の目標
目標達成状況と課題 今後の展開

評価

307南

交通安全啓
発事業

　「地域ぐるみで子供を交通事故から守ろう」を目的に児
童・生徒の交通安全意識の向上と交通事故防止を目指
す。
①児童生徒が交通安全の願いを込めて書いたメッセー
ジ付き折り鶴を駅周辺で配布する。
②ヒヤリハットマップを作成すると共に、交通安全対策の
充実を図る。
③児童・生徒が描いた交通安全に関するポスターの絵
でポケットティッシュを作成し配布する。
④交通事故マップについてホームページで閲覧できるよ
うにする。

　小・中学生の交通事故件数をH21年度実績の80％と
する。（目標値は毎年対前年比４％の交通事故減少を
目指す。浦和警察署交通事故抑止対策の数字によ
る。）

A

　「地域ぐるみで子供を守ろう！」をコンセプトとして、平成１５年度から警察署等
と協働で推進する、交通事故防止を目的とした、夢の翼セーフティプロジェクト
の実施以降、交通事故件数は、減少傾向にある。平成25年度は、自転車事故
が減少したことにより、交通事故全体が減少した。

　保護者及び児童・生徒に危険箇所の認識を
深めてもらう必要がある。
　また、交通事故における自転車事故の構成
率が高いことにより、自転車を利用することの
多い小・中学生に対して、自転車交通ルー
ル・マナーの啓発に努め、交通安全意識の向
上を図ることが課題となる。

(1)ヒヤリハットマップ、交通事故マップの活用の促進により、保
護者と児童・生徒が地域の危険箇所を認識し、交通安全意識の
向上を図る。
(2)街頭キャンペーンによる交通事故防止の啓発活動を行う。
(3)親子自転車講習会を行い、親子での自転車ルール及びマ
ナー意識の向上を図る。
(4)ヒヤリハットマップを基に交通危険箇所等の点検を行い、交
通安全上必要な道路反射鏡、街路灯、路面表示、看板等の設
置を進める。

ウ

南区 くらし応援室

79

東浦和駅前
クリスマスツ
リー点灯式
事業

　緑区内の地域経済の活性化と緑区民が安らぎを感じ
安全に安心して暮らせるようにとの願いを込めて、クリス
マスツリー点灯式を実施する。

　東浦和駅前のクリスマスツリーが緑区の風物詩とし
て、広く区民に周知されるとともに、駅前を明るくし、区
民が安らぎを感じ安全に安心して暮らせる事業として
クリスマスツリーの点灯式を継続する。

A

　平成２５年度は、アトラクションに美園小学校金管バンドによる演奏、東浦和中
学校吹奏楽部による演奏、区内で活動している音楽団体２団体によるパフォー
マンスを実施した。

　節電への配慮。 　電力に配慮した事業開催であることをアピールする。
　電力需給逼迫状況等の情報を把握する。

ウ

緑区 コミュニティ課

80-1

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

　自動車や自転車、歩行者の交通量が多く、通行に危険
な路線や学童の通学路となっている区間について、歩道
整備に関する計画を策定し、整備を実施する。

  未整備路線における優先度を検討し、歩道等の整備
事業に着手する。

B

  歩道整備に必要となる用地の取得や歩道整備工事を進めた。
　用地の取得に関しては、地権者の理解、協力が必要であり、場合によっては
長期の期間を要するため、路線により進捗に差が生じている。

  道路利用者からの歩道整備に関する要望
は多く寄せられるが、事業実施には沿線地権
者の協力が不可欠である。

  事業への協力が得られるよう、引続き交渉を進める。
　用地取得にあたり、協力を得られるのに長期化する地権者も
存在するため、工事着手が可能な範囲から順次実施していく。 ウ

建設局 道路環境課

80-2

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

　安全基準を満たした「幼児２人同乗自転車」の自転車
の安全利用について広報・啓発を行う。

　自転車の正しい利用も含めた普及啓発活動を春夏
秋冬の交通安全運動期間中に定期的に行う。

A

　春夏秋冬の交通安全運動期間中に自転車の安全利用に係る啓発活動を行っ
た。

　今後も自転車の正しい利用やマナー向上も
含めた普及啓発活動を継続する。

　継続した啓発活動を行うことにより、交通安全の普及啓発を図
る。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

交通防犯課

80-3

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

　安全基準を満たした「幼児2人同乗自転車」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る。

　新規に整備する駐輪場においても、幼児2人同乗自
転車に対応するため平置きスペースを設けることで、
子どもと安心して外出できる環境づくりに寄与する。

B

　本市の既存の自転車駐車場は、平置きスペースを設け幼児2人同乗自転車を
受け入れている。平成２５年度については、武蔵浦和駅西自転車等駐車場が新
規施設として開設となった。

　埼玉県道路交通法施行細則の改正により、
利用の増加が見込まれる幼児２人同乗自転
車に対応するため、新規に駐輪場を整備する
際は、幼児2人同乗自転車の受け入れに対応
しなければならない。

　現在建設中の高砂高架下自転車駐車場（仮称）においても、
平置きスペースを設け、幼児2人同乗自転車の受け入れを考え
ており、今後の駐輪場整備に際しても、平置きスペースを設け
ることで、幼児2人同乗自転車の受け入れを行っていく。また、
既存施設においても需要に応じて駐輪ラックを撤去するなどし、
平置きスペースを拡大している。

ウ

都市局 自転車まちづ
くり
推進課

81

青少年への
声かけの推
進

　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
る。

　各学校や地区で、地域の方々が、子どもたちに声か
けやあいさつをすることで、青少年と地域のつながりを
深め、青少年の健全育成を地域全体で推進する。

A

　青少年育成さいたま市民会議協力のもと、市内小中学校学区で実施している
巡回活動の場で、青少年に対する声かけを行った。巡回活動やあいさつ活動
の定着が図られている。

　声かけの活動を市全体に広めるとともに、
活動をしっかりと継続していく。

　地区ごとの報告をまとめ、全体の資料とし、この活動の意義を
伝えていく。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

82

放課後チャ
レンジスクー
ル（旧放課
後子ども教
室）

　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
環境づくりを推進する。

　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放課後チャレンジスクールを、
全ての小学校区において整備する。 A

　「土曜チャレンジスクール」と連携を図ることによりチャレンジスクールへの支
援を行った。また、「土曜チャレンジスクール」と本事業は内容が重複するもの
の、今まで別事業として実施してきたが、平成２５年度にチャレンジスクールの
一本化に向け検討を行い、平成２６年度から所管課を統一した。

　平成２４年度に全校実施となったが、より充
実した事業とし、参加児童数を増加させるた
めには、当該事業の一層の周知、運営する
人材の充分な確保が課題となる。

　チャレンジスクールの代表者である教室コーディネーターが参
加する運営会議を活性化する。また、実践事例集の作成・活用
をとおして、ボランティア研修会の充実を図ることにより、活動内
容や運営方法の工夫に取り組む。さらに、シルバーバンクとの
連携を進めるとともに、ボランティアシティさいたまＷＥＢを活用
し、各チャレンジスクールにおけるボランティア人材の確保に努
める。

ウ

教育委員会
事務局

生涯学習振
興課

83

放課後子ど
もプランの推
進

　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
レンジスクールを連携して実施していく。

　全ての小学校区で、放課後児童クラブと放課後チャ
レンジスクールが連携し、総合的な放課後対策とし
て、すべての子ども達の放課後の安全・安心な居場所
で健やかに育まれる環境を確保する。

B

　放課後子どもプラン推進委員会を１回開催し、昨年度までの放課後児童クラ
ブ、放課後チャレンジスクールの実績を報告した。また、子ども・子育て新制度
の説明を行った。さらにチャレンジスクールの所管課統合の報告を行った。

　放課後チャレンジスクールと土曜チャレンジ
スクールが一本化したことにより、放課後児
童クラブと放課後チャレンジスクールの連携
のあり方はどうあるべきか改めて検討する必
要がある。

　今後の方向性について、協議を行う。

イ

子ども未来局 青少年育成
課

84

余裕教室の
整備活用

　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る。

　教育施設以外の目的として利用している、余裕教室
の数を１室にする。

A

　平成22年度末で目標は達成している。 　小・中学校の学級編制基準の見直しが検討
されており、今後、学級数の増加が予想され
る。学級数が増加した場合、普通教室数が不
足する学校が出てくることが見込まれるた
め、活用できる余裕教室の数が流動的であ
る。

　国の動向を注視し、教育活動に支障のないよう教室数を確保
したうえで、余裕教室の活用を行う。

ウ

教育委員会
事務局

学校施設課

85

児童セン
ター

　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る。
　行政区に最低１館設置することを目標とし、未整備区
である浦和区・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
進める。

　市内の児童センターが、相互に連携を図ることによ
り、より効果的なサービスや、効率的な運営を行う。
　行政区に最低１館設置することを最終目標とし、市
内１９か所に児童センターを整備する。

B

　｢児童センターフェスタ2013｣を開催し、全17館によるそれぞれのあそびとス
テージを多くの市民と共有し、児童センター相互の連携を行った。また、緑区の
児童センター開設に向けて、実施設計を行った。

　引き続き児童センター相互に連携を図るこ
とにより、より効果的なサービスや、効率的な
運営を行う。また、緑区については、児童セン
ター開設に向けて、指定管理者の選定等の
準備を行う。

　すべての子どもたちの育ちを考え、地域の中で信頼される、児
童と家庭と地域の支援センターを目指すため、放課後児童クラ
ブ等他の児童福祉施設や子育て・健全育成支援事業（のびの
びルーム、放課後チャレンジスクール等）と連携・協力をし、より
充実した体制を整える。 エ

子ども未来局 青少年育成
課

86
青少年活動
センター運
営事業

　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す
る。

　今後、市として青少年の居場所づくりの在り方をまと
め、新たな青少年の活動拠点について検討をする中
で、統廃合も含め、事業の見直しを図る。

C
　青少年の健全育成に資する活動を行う団体が利用しているが、市民ニーズに
あっていないことや立地条件が悪いなど、平成２５年度は合計で６１１人の利用
となった。

　青少年活動センターの登録団体の減少及
び利用回数減少のため、平成25年度をもって
同センターを廃止いたしました。

ア
子ども未来局 青少年育成

課

87

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
の推進を図る。

　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、青少年団体等に事業の一貫と
しての利用促進も図ることで新規の利用者を増やす。

B

　天候等（猛暑、豪雨）の影響で利用キャンセルが多数出たため。 　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
課題である。

　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する。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

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・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する。

　青少年の居場所についての検討を行い、青少年に
対する相談業務も行えるような、青少年の活動拠点を
設置する。 B

　青少年の居場所づくりについて、平成２５年８月に若者自立支援ルームを開
設し、相談や支援を行う場所を設置した。

　青少年の居場所での支援の方策について、
検討を行う。

　青少年の居場所づくりの仕組みを具体的に進めていくため
に、(仮称）子ども総合センターと連携して調査検討を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課

89

子育て支援
拠点の整備

　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
点の適正配置を図る。

　市民ニーズを図りながら、８０％を超える小学校区に
子育て支援拠点を整備し、子育て家庭が地域の力を
借りながら、地域の中で子育てができ、地域が子育て
家庭を見守り、必要な手助けをする意識を持つ環境を
作る。 A

　さいたま市公共施設マネジメント計画の方針を踏まえながら、引き続き各事業
の所管毎に適切な事業の推進を図る。

　さいたま市公共施設マネジメント計画にある
方針を踏まえ、かつ、子ども・子育て支援新制
度の施行や社会情勢などの状況の変化を注
視しつつ、各事業ごとに示された今後の方向
性に沿って事業を推進する。

　平成27年度から子ども・子育て支援新制度が施行されること
から、本プランの振り返りを反映した新たな計画策定に向けた
検討を進める。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課

90

子育て支援
総合コーディ
ネート事業

　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
を提供する。

　子育て支援総合コーディネーターや子育て応援ダイ
ヤルの存在が十分に周知され、市民が子育てに関す
るあれこれを手軽に質問できる窓口として利用される
ようになる。

C

　さいたま子育てＷＥＢや子育て応援ブック、その他民間サービスの充実により
市民が必要な情報をより容易に入手できる状況になってきたため、問合せ件数
が減少したと思われる。
　また、平成25年12月より各区役所に「保育コンシェルジュ」が配置されたため、
保育施設に関する問い合わせが減少している。

　子育て応援ダイヤルの認知度が低く、どの
ような相談を受け付けているかが十分に周知
されていない。
　利用者自身が明確なニーズを持っていない
ことが増えており、「子育て支援に関すること」
について情報が溢れている中で、その情報を
つなぎ合わせ、形にするということがコーディ
ネーターに求められている。

　情報に対するアンテナを高くし、常に最新の子育て情報を提
供できるようにする。また、単に情報を提供するに留まらず、利
用者の真のニーズを引き出し、満足度を高められるよう努め
る。
　子育て応援ブックやさいたま子育てＷＥＢ等による周知に加
え、市報への掲載を行うなど認知度向上に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

91

さいたま子
育てＷＥＢ

　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
きる環境を整える。

　子育てＷＥＢが市の子育てに関する総合的な情報
発信の場として認識され、かつ、ＷＥＢという特性を生
かし、市民同士の情報交換ができる拠点となる。

B

　民間のサービスが発達し、公的なサービス以外のものでも、市民が情報が入
手できる状況になったため。

　リニューアルを行い、ページの即時更新が
できないことや、サイト全体の見づらさは解消
された。使い勝手は良くなったが、アクセス数
が伸び悩んでいることが課題である。

　市民に積極的に利用していただけるよう、ハローエンゼル訪
問事業でのチラシ配布・子育て応援ブックへの掲載等により認
知度向上に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

92-1

子育て支援
ネットワーク

　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
推進する。
　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る。

　IPW（専門職〔担い手〕連携実践）の理念と意識を子
育て支援ネットワークを中心に市域全体に浸透させ、
（仮称）子ども総合センターの開設に向け、相談に関
わる市内各所の専門職、及び地域の子育て支援・子
育て相談の担い手、さらには地域のボランティア等の
担い手が、相談者本位の視点で、各々の連携につい
て理解し、多職種間でのサービスのコーディネートが
できるようにする。

B

　埼玉県立大学の協力のもと、専門相談機関職員を対象にIPWについて研修会
を実施した。
　研修内グループワークにおいて、異なる所属や職種を交えながら事例の検証
を行ったが、その効果をより高める事例が求められる。

　IPWについて、児童福祉分野での実践事例
が少ないことから、研究を進める大学、実践
をすることになる専門職等から意見を集め、
本市に合った展開例を構築する必要がある。
専門相談機関職員の中にもＩＰＷへの理解が
行き届いていないので、まずはＩＰＷの理念、
効果を全体に浸透させる必要がある。

　引き続き、本市の要対協で取り扱った事例や、各機関へのヒ
アリングにより、現況把握に努める。
また、研究を進める大学とも、本市にあったIPWの展開例につい
て検討を進める。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課子ども総合
センター開設
準備室

92-2

子育て支援
ネットワーク

　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
推進する。

　会議の開催のみに留まることなく、子育て支援に携
わる方々の、市の子育て施策に対する直接的な意見
を聞ける貴重な機会として、より実効性のあるものに
する。また、現在区レベルの会議の開催を一部の区
のみで行っているが、これを全区に広げる。

B

　区レベルの会議を開催する区が増えてきたため、1回の開催とした。今後も開
催区が増えることが予想されるため、年5回の開催は必要ないと考えられる。

　市全体の規模で情報交換を行うより、地域
の特徴を生かした情報交換の場であることが
望ましいが、子育て支援課による開催が例年
1回と、一部の区による開催に留まっている。

　他市での事例のように、全区でネットワーク会議が開催できる
よう、新たな体制づくりを検討・調整する。
　また、これまでの子育てマップ作成により構築された関係機関
のつながりを、区のネットワークの構築へとつなげていく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

92-3

子育て支援
ネットワーク

　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
推進する。
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る。

　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る。

B

　庁内関係機関によるネットワーク会議を開催した。
　「子ども・若者支援ネットワーク」の設置方針を策定した。
　「子ども・若者支援ネットワーク」を公示した。

　次年度に向け、外部の機関を取り入れた
ネットワークとし、支援策の検討を行う。

　今後については、外部の機関も含めた連携・支援を行い、ネッ
トワークの支援策の検討を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

92-4

西区子育て
支援ネット
ワーク協議
会

　区及び子育て関係機関におけるネットワークを形成し、
情報の共有化、連携強化を図るとともに、子育てしやす
いまちづくりを推進する。

　西区内の子育て支援関係機関・団体で組織する「さ
いたま市西区子育て支援ネットワーク協議会」を設置
する。

　会議の開催及びイベント開催などを通じて、加盟機
関の連携・協力体制を確立する。

A

　会議を年3回開催し、第２回会議においては、総合療育センターひまわり学園
の作業療法士による「発達障害児の理解と支援」について講習会を行った。ま
た、第３回会議においては、子ども総合センター開設準備室職員による　「（仮）
子ども総合センター」について講習会を行った。
　ネットワーク協議会と協働で、「西区子育て支援フェア」を開催。

　近年、子育て支援に関するニーズは多様
化・複雑化してきているため、関係機関による
活発な情報交換及び連携・協力体制を早期
に確立する。

　ネットワーク協議会において意見交換を行うほか、各機関が
抱える問題・課題を把握し、課題等に即したテーマの研修等を
実施する。

ウ

西区 支援課

93

子育て応援
ブック

　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る。

　市の子育て支援に関する情報が分かりやすくまと
まっている冊子として用いられ、市民が手軽に自分の
必要なサービスを知り、利用できるようになる。

A

　目標数に沿って発行したため。 　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けるかが課
題。

　業者の選定、広告事業者の確保に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

94

ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

　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、仕事と育児の両立を支援する。
また、「病児・緊急サポート事業」の実施について検討
し、子どもの病気など不測の事態に対応できるような体
制を整備する。

　保育園や放課後児童クラブ、病児保育やトワイライト
ステイなどを補完する事業として、ファミリー・サポー
ト・センターの機能的な充実を図る。

A

 　市報「さいたま」、市ＨＰ、子育てＷＥＢなどの媒体での会員募集記事を掲載
し、会員募集のチラシを市施設で配布をするなど会員の増加に務めたため。

 　依頼会員からの膨大な援助依頼に対応す
るため、提供会員の増加が必要。

　効率的で安定した事業運営と利用者の利便性向上等に資す
るよう、緊急サポート事業実施法人に本事業を業務委託した。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

308

子育て緊急
サポート事
業

　緊急時の児童の預かりや宿泊を伴う児童の預かり、病
児の預かり等の援助を受けたい人と、緊急時の預かりな
どの援助を行いたい人の会員組織で、会員相互による
援助活動の調整・実施などを「NPO法人病児保育を作る
会」に委託し、仕事と育児の両立を支援する。

　ファミリー・サポート・センターを補完する事業として、
機能的な充実を図る。

A

　市委託事業として、広報活動や入会時講習の支援等が円滑に行えるように
なったため、会員数が増加したと考える。

 　依頼会員からの援助依頼に対応するた
め、提供会員の増加が必要。

　利用者の利便性を高めるため、ファミリー・サポート・センター
事業を本事業実施法人に業務委託を行った。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

95

子育てヘル
パー派遣事
業

　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する。

　子育てに困難を抱える家庭が利用できるよう、引き
続き現在の体制を維持し、利用を拡大する。

C

　派遣件数は増加したが、目標達成においては、制度利用における制限（1つの
事由につき派遣は10回までの回数制限等）等が課題だったため、26年度当初
に見直しを行った。

　現在、ヘルパーの配置の問題により、手薄
な地域ができてしまっている。

　市内どこでも同一のサービスを受けられるよう、複数の派遣業
者の開拓をしていくことで、ヘルパーの配置の問題を解消する。
また、利用者の選択肢を増やすことで、利用の拡大につなげて
いく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

96

子どもショー
トステイ事業

　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不安を解消
する。

　実績をみながら委託施設の拡充を図り、利用を希望
するすべての人が利用できるようにする。

B

　事業を委託する施設は、事業の実施場所・人員を確保できる施設である必要
があるため。

　事業の認知度を高めるとともに、事業実施
が可能な委託施設拡充を検討する必要があ
る。

　引き続き事業の周知を図るとともに、利用実績に応じて事業
実施可能な委託施設拡充を検討し、拡充にあたっては当該施
設との契約に向けた協議を行う。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

97

子育て・家庭
教育の支援

　さいたま市立の小・中学校の新年度入学予定児童生
徒の保護者や在学児童生徒の保護者を対象に、各学校
で家庭教育に関する講座を企画・実施し、家庭教育力の
向上を支援する。

　さいたま市内全ての小学校と過半数の中学校にお
いて、家庭教育に関する講座を実施する。

B

　実施にあたっては、多くの保護者が集まる機会である就学時健康診断や入学
説明会の場の利用や、講師選考にあたり埼玉県の子育てアドバイザー等の名
簿の活用を行うなど、各学校で効率的に企画・実施できている。

　中学校においては、入学説明会の場を活用
して実施する場合が多いが、時期が１～２月
の学校繁忙期であること、また、講座内容と
講師選定が難しいこともあり、家庭教育に関
する講座の設定が困難である。

　埼玉県のアドバイザー名簿の積極的な活用を引き続き進める
とともに、中学校向けの講師の開拓を進める。また、ＰＴＡ協議
会等における事業に、家庭教育関連事業を取り入れてもらうな
ど、講座の設定が容易になるよう環境整備に努めていく。

ウ

教育委員会 生涯学習振
興課

所管事業
番号

事業名 事業概要 計画終了時の目標
目標達成状況と課題 今後の展開

評価



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課

所管事業
番号
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目標達成状況と課題 今後の展開

評価

98

専門相談機
能の集約と
「なんでも相
談窓口」の
設置

　（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・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られるようにする。

　（仮称）さいたま市子ども総合センターに、子ども・子
育てに関する多種多様な情報を一括して取り扱える
職員や、関係機関のコーディネートスキルを備えた
「総合相談員」を配置した、「なんでも相談窓口」を設
置できるよう、管理運営計画等に位置付ける。 B

　事業具体化調査を実施し、本施設に対する市民のニーズを把握し、何でも相
談窓口の設計へ反映した。
本施設に集積する専門相談機関の意見を聴きながら、建築基本設計を作成し
た。

　施設の指定管理の範囲により、総合相談員
を指定管理者のスタッフとするか市の正職員
とするかが決まるため、職種によって取扱え
る情報や継続して対応できる期間、専門相談
機関との連携等に差が生じる。何でも相談窓
口の機能を発揮できるかについて、配置され
る職員の力量によるところが大きくなってしま
う。

　気軽に相談できる雰囲気となるように内装設計を進めていく。
専門相談機関との連携を含め、総合相談員の施設内の役割を
十分検討する。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課子ども総合
センター開設
準備室

99

単独型子育
て支援セン
ターの拡充

　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
参加を推進する。

　各区1か所の整備を基本方針として、10区10か所に
整備する。
　すべての単独型子育て支援センターで、土曜日開所
を実施する。
　父親の育児参加へのきっかけづくりのため、父親主
体の講座・イベントを実施する。

A

　平成２４年度末で目標達成。
　各センターの自主事業として、父親参加のイベント開催を推進し、年平均18回
開催。

　各子育て支援センターで父親参加の講座・
イベントなどの自主事業を積極的に実施する
ことにより、内容充実を図り、利用者の拡大、
父親の育児参加を推進を図る。

　１０区すべてに単独型子育て支援センターが設置されたことか
ら、今後はソフト面の充実に向け研究を行う。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

100

一時預かり
事業（子育て
支援セン
ター）

　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
ンターで始める。

　単独型子育て支援センター２か所で実施する。

A

　子育て支援センターみなみで一時預かり事業を実施した。 　利用者増加に向けた取り組みが必要。 　ニーズに応じて、実施場所の拡大について検討をしていく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課
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各区子育て
ガイドマップ
の配布

　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
す。

　地区の子育て情報を集めた冊子として用いられ、子
育てをしている保護者が地域の子育てコミュニティに
参加したり、外にでかけたりするきっかけを提供できる
ようになる。

A

　平成23年度から子育てきっかけ応援ブックを全区版として発行したため、増刷
の必要はないと判断した。今後は配布数の推移を見ながら、発行数を適正な数
まで減少させていく。

　子育てマップは、他の機関が発行しているも
のと類似していたり、同じ情報が掲載されて
いることがあり、情報が散逸してしまってい
る。

　子育てマップについては、一部の区について単独型子育て支
援センターに作成を委託し、ネットワークを活用したより有用性
の高いものにするよう努める。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課
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子育て相談 　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、子育てに関する不安を解消する。

　家庭児童相談室が取り扱う、児童虐待や障害児、非
行児童等、子どもに関するあらゆる相談に、迅速かつ
適切な対応や指導ができるよう、相談体制を充実させ
る。また、要保護児童の援助活動についても、地域と
連携をとりながら、必要な体制を整備する。

B

　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っている。

　子どもや家庭の様々な問題に対する相談窓
口として住民ニーズは高く、市民がいつでも
気軽に相談できる体制が必要である。

　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る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課
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ブックスター
ト事業

　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
推進する。

　図書館が実施している「おはなし会」や４か月までの
乳児の自宅に訪問するハローエンゼル訪問事業と
ブックスタートの目的と重なる部分があるため、事業
内容や実施方法を検討し、内容の充実を図る。 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ＨＰ、さいたま子育てＷＥＢで内容を掲示し、周知に努めたため。

　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
する必要がある。

　引き続き引換数の推移等について注視していく。また、事業内
容について市民への周知に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課
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のびのび
ルーム

　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する。

　児童センターや子育て支援センターの補完事業とし
て実施し、両センターと重複する地区の「のびのび
ルーム」については、整理・統合しするとともに、事業
内容の充実を図る。 B

　市公式ウェブサイトや・子育てＷＥＢなどの媒体で周知し、利用者の増加に務
めたが、子育て支援センターみなみの開設をはじめとした他の子育て支援施設
の整備等により、のびのびルーム全体としては利用者が減少したと考える。

　放課後児童クラブの空き時間を利用してい
るため、施設の有効利用としては効果が高い
が、利用者にとっては、平日の午後の時間や
小学校の夏休み期間が閉室となるなど、安定
した開所が確保できない。

　放課後児童クラブの空き時間を利用して実施しているため、
既存施設の開室日・開室時間を増やすことは困難である。
　また、子育て支援センターや児童センターが主たる事業実施
施設であると考えるが、早急な整備はできないため、当面は、
両センターの補完事業として実施し、今後は、両センターの整
備に伴い、整理・統合をする。

イ

子ども未来局 子育て支援
課
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保育所併設
型子育て支
援センター

　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る。

　保育所併設型子育て支援センター未整備地域に新
たな保育所が設置する場合に、本事業の実施を促し
事業実施施設を拡充することで、地域における子育て
支援の更なる充実を図る。

A

　平成25年度は、実施施設を平成24年度の46施設から2施設拡大することがで
きた。

　来年度設置される新たな保育所に対し、本
事業への協力を促す。

　保育所併設型子育て支援センター未整備地域に新たな保育
所が設置される場合に、本事業の実施を促していく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課
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公民館にお
ける子育て
セミナー・サ
ロンなど

　地区公民館や生涯学習総合センターにおいて、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る。

　市民の生涯学習活動を通じて活力ある地域づくりを
目指す公民館事業の一つとして、各館で、地域のニー
ズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、各事業を
展開する。

B

　地区公民館や生涯学習総合センターにおける子育てセミナー、子育てサロン
等の事業実績については、延べ事業回数483回、延べ参加人数18,180人となっ
た。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。
　運営に人手が足りなくなっている子育てサロ
ンがある。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。
　さいたま市民大学において、子育て支援を行うボランティア向
けにスキルアップを図る講座を開催する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター
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保育所地域
活動

　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
図る。

　園庭開放事業であるなかよし広場を、広く子育て家
庭に周知し、利用しやすい事業にする。
　より多くの子育て家庭に利用してもらい、利用者同士
の情報交換の場や安全な遊び場を提供し、保育園
児、職員とのふれあいや保育園での遊びを体験しても
らう。

B

　園舎耐震工事や天候不良や感染症の流行などにより、予定どおり開催できな
いことがあり、参加者数が目標値を下回った。

　天候により開催できないことがあるが、周知
方法を見直し、参加率向上に努めたい。

　なかよし広場（園庭開放事業）について広報（区版）や子育て
WEBでより多くの子育て家庭に周知する。市民の利用が多い区
役所等にポスター、チラシなどを設置したり、各園で散歩等で地
域に出かけて際は、対象の親子にチラシを配るなど、周知方法
を考え利用しやすい事業にする。

ウ

子ども未来局 保育課
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地域健康福
祉連絡会の
設置・運営

　健康福祉地区において、市民の健康福祉ニーズに応
じた適切なサービスを提供するため、地区社会福祉協
議会を中心とした、地域の社会福祉法人や民生委員な
どによる地域健康福祉連絡会の設置、地域福祉行動計
画の策定及びその機能が展開されるように推進する。

　市内４７の健康福祉地区において、地域健康福祉連
絡会が設置され、健康福祉推進員を中心に関係機関
等が協力し合い、地域の実情に応じたサービスが提
供される。

C

　地域における福祉推進のための基盤整備を目的に、市社会福祉協議会が設
置に向けての取り組みを進めることにより、平成25年度末現在で前年度から４
地区増加し、地域福祉行動計画の策定地区数は３９地区となった。
　平成25年度に策定した「さいたま市第２期保健福祉総合計画（地域福祉計
画）」では、全ての地区社会福祉協議会において地域福祉行動計画が策定され
るよう、計画策定の会議の場である地域福祉推進委員会の開催を支援するとし
た。

　事業化にあたり、各地区内の団体や専門機
関等との調整を図る、地域福祉コーディネー
ターを配置することから、その中心となるコー
ディネーターの育成が必要である。
　なお、地区社会福祉協議会を中心とした地
域福祉活動を活性化するため、ふれあい福
祉基金を活用し高齢者地域ケア・ネットワーク
の一環として取り組まれる活動費用を補助す
る。

　市社会福祉協議会に設置した「地域福祉情報・研修センター」
において、コーディネーター等を対象とする研修を実施するな
ど、人材の資質向上を図りつつ、地区社会福祉協議会にも、よ
り一層強く働きかけていく。

ウ

保健福祉局 福祉総務課
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健康福祉推
進員制度の
確立

　健康福祉地区内の「地域健康福祉連絡会」の運営、市
民主体の健康福祉活動のつなぎ役となる健康福祉推進
員を地区社会福祉協議会ごとに配置ができるよう支援し
ていくとともに、地域福祉コーディネーターの活動による
経験・蓄積を図ることを通じて、地域の健康福祉活動の
調整・取りまとめ機能の充実を図る。

　地域住民のニーズに応じ、地域の課題等を健康福
祉推進員を中心に関係機関等が協力し合うことによ
り、地域の実情に応じたサービスが提供される。

B

　地域福祉行動計画が策定された地区に対して、順次地域福祉コーディネー
ターを配置しているため。

　市社会福祉協議会が、地域福祉コーディ
ネーターを計画的に配置できるるとともに、配
置された地域福祉コーディネーターのスキル
アップが図られるよう、市社会福祉協議会に
対して支援をしていく。

　引き続き、市社会福祉協議会に対して地域福祉コーディネー
ターが計画的に配置できるよう支援する。

ウ

保健福祉局 福祉総務課

110

健康福祉地
区における
子育て活動
の支援

　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る。

　各地区が「地域福祉行動計画」を策定し、地域で継
続的に展開されるよう、広報による啓発を図る。

C

　地域福祉推進委員会（旧名称：地域健康福祉連絡会）は多くの地域で発足し
つつあるものの、すでに解散している委員会があるなど状況は様々であり、広
報による啓発が困難であったため。

　地域福祉推進委員会を設置、運営する社会
福祉協議会を含む関係機関と、広報の方法
等について、協議、検討する必要がある。

　関係機関と連携し、地域での子育ての取り組みが継続的に展
開されるように啓発を図る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

112

家庭教育学
級事業

　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、また、親の学習講座を実施することで、
家庭の教育力の向上と地域社会の活性化を促進し、子
育ての不安・負担の軽減を図る。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる、見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　公民館における家庭教育関連事業の実績については、延べ事業回数470回、
延べ参加人数12,613人となった。
　また、公民館で実施した親の学習事業は、延べ事業回数79回、延べ参加人数
929人となった。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。また、親の学習事業にお
いては、男性参加者の拡大を図る。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。また、親の学習事業においては、男性が
参加しやすい時期や曜日、カリキュラム等の検討を行い実施す
る。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター



事業評価表　【基本目標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】
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評価

113

子育て支援
情報交換会

　見沼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
報交換会を開催する。
　また、「見沼区子育てはじめましてサロン」を毎月１回
開催する。

　保護者の子育てに対する不安や負担を軽減して見
沼区内の子育て支援の充実と児童虐待を防止するた
めに、区内の子育て支援事業に携わる機関同士の連
携をより強化して、子育て支援に関するあらゆる情報
提供等を行う。

A

　子育て支援に携わる関係機関の協力を得て順調に開催することができた。ま
た、一つの機関に複数の開催をお願いしていたが、より多くの機関で月に１回
のペースで開催することとした。

　子育てに対する不安や負担は増していくも
のと思われる。関係機関による活発な情報交
換を実施し、相互に連携して情報の共有化を
図り、子育て支援を充実させていく。

　子育て支援情報交換会の一事業である「見沼区子育てはじめ
ましてサロン」に多くの親子の参加を募るために開催機関の増
加、広報活動の充実、サロンでの子育て支援に関する情報提
供等、より役立つものとする。

ウ

見沼区 支援課

114

民生委員・
児童委員の
活動への支
援

　厚生労働大臣より委嘱され、社会福祉の精神をもっ
て、常に住民の立場に立ち相談に応じ、必要な支援を行
い、社会福祉の増進に努めている民生委員児童委員に
対し、委員活動に必要な援助を行っている。

　地域福祉の増進のため、民生委員の定数を増やし
委員個人の負担を軽減。

B

　地域福祉のニーズに柔軟に対応するため、平成24年度に民生委員及び自治
会あてに実施した民生委員の定数変更意向調査の結果を踏まえ、民生委員の
定数及び地区民児協を地域の状況に応じた配置となるよう見直をしたため。

　平成２５年１２月より民生委員の定数を４８
名、また地区民児協の数を１地区を増やした
が、平成２６年３月３１日現在、民生委員の欠
員数が７３名であり、成り手不足の状態であ
る。

　民生委員になるための資格要件（年齢要件・就業要件・居住
要件）の緩和を行う必要がある。

ウ

保健福祉局 福祉総務課
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地域福祉に
おけるボラン
ティア・ＮＰＯ
などの活動
支援

　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などの活動推進のため、情報の提供、育成援助、
活動の場を提供する。また、市内の地域健康福祉活動
の充実を目指し、ボランティア団体やＮＰＯの安定的な運
営と効率的な事業の執行が確保できるよう、ふれあい福
祉基金を活用する。

　補助金等の目的が達成されるとともに、より多くのボ
ランティア団体やＮＰＯが補助等を受けることにより活
動が推進されている。

A

　①ふれあい福祉基金による活動補助については、制度の周知も進み団体か
らの申請が多く見られたことにより交付実績も目標値を上回り、地域福祉を推
進する事業が展開された。
　②概ね目標を達成し、活動の活性化につながるとともに、助成金の交付にあ
たり申請や事業報告を行うことにより、団体の状況把握ができ、つながりを持つ
ことができた。

　①今年度の補助金交付を適正に執行すると
ともに、引き続き地域福祉の推進に充てられ
るよう周知していく。
　②市社会福祉協議会において、助成金が
有効活用されるよう検証を進める。

　引き続き補助金等が地域福祉に貢献できるよう、より一層効
果的な啓発に努めていく。

ウ

保健福祉局 福祉総務課
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市民活動の
支援

　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、平成２２年度から、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する。

　市民活動サポートセンターの利用や、マッチングファ
ンド制度の助成事業の実施により、市民活動団体の
活動が活発化し、波及的に活力のあるまちづくりが進
むことを目指す。

C

　市民活動サポートセンターを利用している未登録の団体に対して、交流イベン
トなどで様々な呼びかけを行った結果、団体登録数を約１００団体増やすことが
できた。
　マッチングファンド制度における補助事業数について、応募４事業のうち市民
による事業審査の結果、３件の助成を実施した。

　サポートセンターを利用していないＮＰＯ法
人等への周知が必要となる。
　マッチングファンド制度における補助事業数
を増やすため、更なる制度の周知を図ること
はもとより、制度の趣旨に沿った事業が提案
されるよう提案力を高めるためのコーディ
ネートが必要となる。H２６年度末の目標値に
ついては、総合振興計画次期実施計画に合
わせて修正。

　さいたま市所管のＮＰＯ法人等にサポートセンターの機能を周
知することなどにより、登録団体数の増加を目指す。
 今後は各区市民活動ネットワーク交流会にて制度や事例の紹
介をするほか、引き続きマッチングファンドニュースの発行や事
業相談会、協働のテーブルによって、制度の趣旨に沿った事業
提案を目指すとともに、庁内における協働の理解を推進し実施
件数の増加を目指す。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

コミュニティ推
進課市民活
動支援室

117

ボランティア
センターなど
の活動促進

　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を確立し、その
機能の充実を図る。

　ボランティアセンター、地域福祉情報・研修センター
が行う、地域の健康福祉活動に取り組んでいる市民を
対象とする研修会や地域の潜在的な健康福祉活動参
加希望者や経験者の人材発掘などにより、市民のボ
ランティア・地域福祉活動が行われている。 A

　(a)市社会福祉協議会では、ボランティアセンター運営することにより、活動者
の把握、活動者の支援等を行った。
　(b)市社会福祉協議会の地域福祉情報・研修センターは、人材育成研修の数
を増やし、地域福祉活動の担い手の育成や関連情報の提供を行い機能の充実
を図った。

　(a)ボランティアセンターにおいて、活動情報
の提供や活動希望者の相談を行うことによ
り、活動者の発掘を進め、市内におけるボラ
ンティア活動の振興に寄与していく。
　(b)地域福祉情報・研修センターにおける情
報発信、研修実施を通じて、市民の福祉意識
の醸成を図るとともに、地域福祉活動の担い
手が必要であるが、事業実施に必要な財源
の確保が困難となっている。

　今後のボランティアなどの活動促進を進める上で、市社会福
祉福祉協議会の取り組みに対して、助言や補助金等の交付を
通じて、支援していく。

ウ

保健福祉局 福祉総務課

118

生涯学習関
連施設での
人材活用促
進

　生涯学習関連施設における事業の企画・実施にあたっ
て、市民・ＮＰＯ・団体などの人材の活用を進める。

　市民・ＮＰＯ・団体などの人材をより効果的に活用で
きる環境を整備する。

B

　生涯学習推進作業部会において、人材バンクやボランティアの活用について
情報収集・意見交換を行い、生涯学習総合センターとは生涯学習人材バンク整
備に係る具体的な打ち合わせを行った。人材バンクに関する課題や要望など、
関係職員の率直な意見を聞くことができた。あわせて庁内の類似事業について
調査を実施し、運営の方法や実績について把握することができた。

　様々な知識や技術を持っている市民や団体
などの人材情報を集約し、より効果的に活用
できる仕組みの構築が課題となっている。
　また、制度立ち上げ後は、登録者数、利用
件数をどれだけ伸ばすことができるかが課題
となる。

　平成２７年２月に予定される生涯学習情報システムの再構築
に合わせ、生涯学習人材バンク制度を立ち上げる。その際は、
活用しやすい事業の構築に努める。
　また、運用開始後は、制度の周知のため幅広い広報を実施す
る。

エ

教育委員会 生涯学習振
興課

119

商店街振興
事業

　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、充実を図る。

　毎年度、さいたま市内で１事業ずつ空き店舗活用事
業の実施を支援する。（子育て支援関係に特化したも
のではない） C

　空き店舗活用の対象事業については、商店街の実情やニーズを把握し費用
対効果などを意識しながら計画するため、具体的な事業実施までには至らな
かった。

　現在の補助できる対象事業や補助対象者
などを維持しながら、ニーズに応じて内容の
見直しを検討していく。（子育て支援関係に特
化したものではない）

　対象事業者の空き店舗活用についての利用の計画がある場
合には、事業の一つとして子育てサロンの利用について提案や
紹介をしていく。（ただし空き店舗活用は子育て支援関係に特化
したものではない）

ウ

経済局 商業振興課

120

子ども手当
（児童手当）

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するた
め、中学校修了前の子どもを養育している方に、子ども
１人につき１万３千円を支給する。

　事業の円滑な実施。

B

　平成23年10月分から平成24年3月分までは「平成23年度における子ども手当
の支給等に関する特別措置法」により事業を実施し、平成２４年度以降は「児童
手当法の一部を改正する法律」により事業を実施した。児童１人あたりの月額
は１万円から１万５千円である。また、平成24年度６月分の手当から所得制限
が導入され、所得制限限度額以上の所得がある受給者は、特例給付として、児
童１人あたりの手当額が月額５千円となっている。

　新年度の所得で審査した結果新たに特例
給付として認定となった受給者が理解できる
ように、制度説明をしていく必要がある。

　現況届審査後の通知並びにパンフレット及びホームページ
で、受給者に対して制度の説明を行っていく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

121

助産の実施 　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
入院助産を行う。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する。

　経済力の有無に関わらず、すべての母親が安心安
全な出産ができるよう、必要な認可施設数を確保する
とともに、助産実施のための相談体制を充実させ、速
やかに入院助産ができる体制を維持する。 B

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けること
ができない妊産婦について、助産施設において助産を実施した。

　景気の低迷・離婚などによる生活困窮者
は、今後も増加すると予想され、助産の実施
についても増加傾向で推移するものと思われ
る。経済的に厳しい世帯の方々でも安心して
出産ができるよう、今後も相談体制の充実を
図る必要がある。

　助産の実施については、個々の家庭の事情により、臨機応変
に相談業務を行う必要があるため、相談にあたる者の資質、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
実を図る。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

122

幼稚園就園
の支援

　幼稚園に通園している園児の保護者に対し、市町村民
税が一定限度額以下の家庭に幼稚園就園奨励費補助
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する。

　就学前児童のうち、幼稚園入園希望のある保護者
に対して、子育てにかかる経済的な負担を軽減し、現
状の幼稚園の就園（入園）率を維持する。

B

　さいたま市の3歳児から5歳児のうち、幼稚園への就園率は近年約7割で推移
している。幼稚園就園奨励費補助金について、特に私立幼稚園に通う低所得
世帯への保育料補助を手厚く行うことにより、公立・私立幼稚園にかかわらず
入園機会の均等化を図り、平成25年度就園率を就園率65.3％として約7割を維
持できた。

　幼稚園就園奨励費補助金は事業費に各市
区町村の財政力指数に応じた補助率を乗じ
た国庫補助金が支給される国庫補助事業だ
が、実質充当率が計算充当率より低いという
実情がある。
　今年度、国の補助基準が大幅に増加するこ
とによって、幼稚園就園奨励費補助金の事業
費の増加が見込まれ、国庫補助金の実質充
当率が一層低下しかねない懸念がある。

　子ども・子育て支援新制度等の施策もあわせ、国の動向に注
視しながら検討をしていく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

123
就学援助 　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する。

　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
施を図る。

A
　準要保護に認定された児童生徒の割合は前年度よりは下降したものの、依然
として雇用情勢の悪化等により、収入減少や失職等で就学援助を必要とする保
護者が多い状態である。

　経済的な理由で就学援助を必要とする保護
者が、継続して援助を受けることが必要であ
る。

　就学援助を必要とする保護者に有効に利用していただくた
め、制度の周知徹底を図り、小・中学校と連携しながら事業の
円滑な実施に努める。

ウ
教育委員会 学事課

124

外国人学校
児童生徒保
護者への補
助金交付

　外国人学校（学校教育法第１３４条の規定に基づく認
可を受けた各種学校のうち、義務教育相当年齢の児童
生徒を教育するものをいう。）に在籍する児童生徒の保
護者へ補助金を交付し、経済的負担の軽減を図る。

　外国人学校へ在籍する児童生徒の保護者へ補助金
を交付することにより、経済的負担の軽減を図る。

A

　補助要件を満たす児童生徒全ての保護者へ審査後補助金を交付した。 　制度の周知から申請受付、補助金交付まで
を、短期間で効率的に処理しなければならな
い。

　外国人学校と連携し、事務処理に遺漏のないように努める。

ウ

教育委員会 学事課

125
交通遺児等
奨学金の支
給

　交通事故により両親のいずれかが死亡し、又は心身に
著しい障害がある状態となった場合に、その遺児等を養
育する保護者に対し奨学金を支給する。

　交通遺児等を養育する保護者へ奨学金を支給する
ことにより、生計中心者を失うなどで、経済的に厳しい
状況となった家庭の教育費負担を軽減する。

A
　交通遺児等の対象者数が減少した。 　新規申請でありながら、交通事故から年数

が経過している例がある。
　対象者が漏れなく申請できるよう、小・中学校と連携しながら
制度の周知徹底に努める。 ウ

教育委員会 学事課
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126

入学準備
金・奨学金
の貸付

　学ぶ意欲がありながら、経済的な理由で高校・大学へ
の修学が困難な生徒・学生に対し、入学準備金又は奨
学金を無利子で貸し付ける。

　生徒・学生に入学準備金又は奨学金を無利子で貸
し付けることにより、高校・大学への修学を支援し、有
用な人材を育成する。

A

　前年度で貸付決定率の低かった、大学の入学準備金への予算配分を増や
し、貸付決定者を増加させたことにより、貸付決定率が前年度に比べ上昇した。
　また、返還については、過年度分の返還金収納率が下がった。理由としては、
徴収が困難な滞納事案が累積することによるものと思われる。

　景気の低迷が長引く中、経済的な理由で入
学準備金・奨学金の貸付を希望する生徒・学
生は依然として多い傾向にあるが、予算の範
囲内での貸付のため、所得要件を満たしなが
ら借りることのできない方がいる。また、返還
については、学校卒業後も就職できない、収
入が不安定又は低収入などにより、回収がま
まならないケースが増えている。

　生徒・学生のニーズに対応するため、前年度の申請者数を勘
案しながら入学準備金と奨学金、高校と大学の予算配分を行
う。また、返還については、収納対策課と連携しながら収入未済
額の圧縮に努め、返還に応じない滞納者に対し法的措置を実
施する。 ウ

教育委員会 学事課

127

母子生活支
援施設にお
ける支援

　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す
る。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する。

　母子生活支援施設の支援指導強化、専門的支援体
制の整備を行い、支援の必要なすべての母子世帯が
保護され、その後、速やかに自立した生活ができるよ
うにする。 B

　入所世帯は様々な問題を抱えているが、その世帯に合った心身と生活を安定
させるための相談・援助を進め、母子を自立へと導くことにより、退所へとつな
がっている。

　入所世帯の中には処遇困難な世帯も多く、
今後も支援指導の強化と専門的支援の体制
を整備する必要がある。

　こすもす荘を廃止し、けやき荘に統合することで、支援の充実
を図りつつ、事業の維持に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

128-1

保育所、放
課後児童ク
ラブの優先
利用

　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、保育所の入所にお
ける審査基準点の加点などによる優遇措置を講じる。

　ひとり親が保育所入所において、優先的に入所でき
る。

A

　ひとり親が、子育てと仕事の両立を図ることにより、生活の安定と自立を促進
するために、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
講じた。

　平成26年度においても、ひとり親の生活の
安定と自立を促進するため、保育所の入所を
優先的に利用できるよう引き続き推進してい
きたい。

　平成26年度以降についても、子ども・子育て支援新制度の動
向を見極めつつ、引き続き考慮していきたい。

ウ

子ども未来局 保育課

128-2

保育所、放
課後児童ク
ラブの優先
利用

　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、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
講じる。

　市民の声に耳を傾けつつ、必要な方が優先的に利
用できるような公平性のある基準を策定する。

A

　必要な方が優先的に利用できるような公平性のある基準により入室選考を
行っている。

　常に状況の把握を行い、社会状況の変化に
対応できるように努めていく。

　窓口等での市民の声に耳を傾け、一つ一つの意見について
検討を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

129

母子緊急一
時保護事業

　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
推進する。

　緊急的に保護を要するすべての母子世帯が、速や
かに保護され、自立した生活のための支援を受けられ
る体制を強化する。

B

　児童を取り巻く社会情勢の変化、DV・離婚等の増加により、この事業の重要
性は高くなっている。

　様々な事情を抱えた母子世帯の生活再建
の場としての役割は大きく、今後も支援指導
の強化と専門的支援の体制を整備する必要
がある。

　母子生活支援施設の機能を活用し、保護世帯の特性に応じ
た一時保護を行うとともに、関係機関と連携強化を図りながら適
切な支援を行っていく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

130

市営住宅に
おける母子
世帯等の入
居の優遇

　市営住宅の定期募集に際し、母子世帯などの社会的
弱者の当選確率を優遇し、居住の安定を図る。

　母子家庭等が安定した生活が営めるよう、市営住宅
の定期募集にあたり母子世帯等の入居優遇措置を継
続して実施する。

B

　昨年度、母子世帯の市営住宅への入居数は９世帯となっており、一昨年度よ
り減少している。
　これは、高齢者や障害者等の他の弱者世帯に対しても、入居優遇措置を実施
しており、一次抽選や困窮度判定の結果と考えられる。

　今後も他の弱者世帯（高齢者世帯や障害者
世帯など）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る。

　引き続き母子世帯等に対する抽選優遇制度を実施する。

ウ

建設局 住宅課

131

さいたま市
入居支援制
度

　民間賃貸住宅への入居が拒まれがちな高齢者、障害
者、ひとり親世帯等に対し、民間賃貸住宅の情報提供を
行うことにより、民間賃貸住宅への入居を支援する。

　高齢者、障害者、ひとり親世帯等の民間賃貸住宅へ
の入居を促進する。

B

　協力不動産店数を維持した。 　協力不動産店数の維持に努める。 　宅建協会を通じ、協力不動産店の増加に努める。

ウ

建設局 住宅課

132

母子家庭等
就業・自立
支援セン
ター事業

　母子家庭の母等の就業・自立を促進するため、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、
ハローワークとの連携による職業訓練の支援要請など
一貫した就業支援サービスの提供を行う。

　就業を目指す母子家庭の母親等の意向に応じてき
め細かい就業相談に応じ、他の能力開発・就職支援
事業を活用しながら短期的あるいは中長期的な就職
支援サービスを提供する。

B

　平成24年度に引き続き、ひとり親家庭等の就業・自立を促進するため、相談
から情報提供までの一貫した就労支援サービスを提供する体制を整備した。一
時的な就業支援や技能習得講習だけではなく、就業を目指す母子家庭の母親
に対し、本人の意向を踏まえ、可能な限り計画的に就業支援を行った。

　昨今の経済不況の影響により、失業や収入
の低下を余儀なくされている母子家庭の母親
等は増加傾向にある一方、雇用情勢は依然
として厳しい状況にあり、就職を希望する母
子家庭の母親等に対しては、技能習得支援
など必要に応じて中長期的な就職支援を行っ
ていく必要がある。

　資格や技能を持たない母子家庭の母親等については、ハロー
ワークとの連携による職業訓練の支援要請を積極的に行って
いくほか、自立支援教育訓練給付金事業や高等技能訓練促進
費支給事業など、他の技能習得支援に係る制度の活用を図っ
ていく。
　さらに、就業支援講習会については父子家庭の父親が対象に
加わったため、周知を図ることにより、自立をより促進していく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

133

就業に向け
た能力開発
支援

　一定の所得以下の母子家庭の母又は父子家庭の父
が、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を支給するほか、看護師
等の就職に有利な資格を取得するため、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
給する。

　一定の所得以下の母子家庭の母親又は父子家庭
の父が、自立支援教育訓練給付金や高等技能訓練
促進費支給事業を利用し、経済的な自立を図る。

B

　高等技能訓練促進費に関する国庫補助の対象期間が、平成25年度入学者か
ら修学期間の全期間（上限２年）に変更になった。このことにより、取得に３年間
を要する資格に関しては修学期間のうち１年間分が支給対象外となっている。
入学の時期によって支給対象期間が異なる状況となっている。

　上記のとおり受給者間で支給対象期間の不
均衡が生じている。修学期間３年目について
は経済的支援が必要となる。

　平成25年度入学者が高等技能訓練促進費支給対象期間外と
なる修学期間３年目については、平成27年度になるものの、市
単独事業である生活支援給付金事業で対応するための財源の
確保が必要である。 エ

子ども未来局 子育て支援
課

134

母子自立支
援員による
相談事業

　母子自立支援員が母子家庭等の生活相談に応じると
ともに、母子寡婦福祉資金の貸付の相談や自立や生活
の安定に必要な制度の情報提供及び就業支援に係る
指導を行う。

　母子家庭等が相談しやすい環境の充実化を図り、
各家庭の抱える不安や問題の解消を図るとともに、母
子家庭等の生活の安定と自立の促進に向け、中長期
的視点に立った相談・指導を行う。

B

　平成24年度に引き続き、ひとり親家庭等の就業・自立を促進するため、相談
から情報提供までの一貫した就労支援サービスを提供する体制を整備した。

　ひとり親家庭等の抱える問題は複雑化、多
様化しており、相談に応じる母子自立支援員
の更なる資質向上が必要である。

　母子自立支援員の資質、問題処理能力、技術等を向上させ、
引き続き事業の充実を図る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

135

養育費取得
に関する情
報提供と相
談の実施

　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の
軽減を支援する。

　母子家庭等相談の一環として養育費取得に係る情
報提供を行うなど、ひとり親家庭が相談しやすい環境
の充実化を図る。

B

　養育費に係る相談については、生活相談や貸付相談の中で養育費の取得に
触れることが多い。必要に応じて、専門家による法律相談につなげた。

　養育費については、二度と会いたくない・子
どもに会わせたくない等の理由により、養育
費の取得の意思がない、又は取得に消極的
な家庭が少なからず見受けられる。また、養
育費については強制執行や家庭裁判所の調
停等の法務知識も必要であり、相談にあたる
者の専門的知識の向上が求められる。

　養育費の取得については、相談者の意向を尊重するケース
と、子どものために相談者に養育費の取得をするよう働きかけ
るケースが想定されるため、個々の家庭の事情により、臨機応
変に相談業務を行う必要があるほか、養育費取得に係る研修
に参加するなど、相談にあたる者の知識の向上に努める。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

136

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する。

　事業の円滑な実施。

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た。 　児童扶養手当法の改正により、平成26年12
月1日から、児童扶養手当よりも低額の公的
年金等を受給する場合に、その差額分の手
当を支給できるようになる。
　この制度変更にあたり、事前の周知や適切
な支給事務を執行する。

　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く。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

137

ひとり親家
庭などへの
医療費の支
給

　受給対象者[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およ
び入院時食事療養標準負担額の2分の1を助成。

　ひとり親家庭等の方が安心して必要な医療を受ける
ことができる環境を築き上げ、生活の安定と自立を支
援するとともに、保健の向上と福祉の増進を図ること
を目指し、扶助費を削減することなく事業を実施してい
くため、5年間で、当事業における扶助費の支給１件に
要するコストを2,993円から2,933円へ低減する。

B

　扶助費は対前年度比98.2%に減少し、支給件数も24年度実績の対前年度比
96.6％と減少している。しかし、システム改修等の扶助費以外のコストが対前年
度比131.6%と増加したため、結果として、1件あたりの事業コストは対前年度比
100.5％とわずかに増加し、目標を達成することができなかった。

　扶助費については、今後、医療の高度化等
による自然増が見込まれる。これらの経費は
削減が困難であるため、その他の経費、特に
需用費の削減が引き続き課題となる。

　パンフレットや支給申請書等、印刷物の発注枚数の見直しに
よる需用費の削減を通して、1件当たりの事業コストの縮減を図
る。

ウ

保健福祉局 年金医療課

138

母子・寡婦
福祉資金貸
付制度の実
施

　経済的に厳しい状況にある母子家庭の母及び寡婦の
経済的自立の促進と生活の安定を図るため、児童の修
学資金など各種資金の貸付を行う。

　母子・寡婦福祉資金貸付金の借受者等が経済的自
立を果たし、貸付金の償還を行う。

B

　貸付件数は概ね横ばいで推移しているが、貸付金の償還においては、生活状
況の悪化等の事情により、償還率の上昇が困難な状況である。平成２５年度に
おいては若干上昇しており、引き続き向上を図る。

　貸付相談は増加傾向にあるが、償還の意
思に乏しいケースも見受けられることから、貸
付原資は市民の大切な税金であることを踏ま
え、適切な貸付審査を行う必要がある。また、
滞納者に対しては重点的に償還指導を行い、
償還率の向上を図ることも課題となっている。

　貸付申請者には、違約金制度や保証人制度についての説明
を徹底し、貸付金の償還を見据えた適切な貸付審査を行う。ま
た、償還時に一定期間納付がない者については、訪問等による
督促や連帯保証人への請求を行っていくほか、悪質な滞納者
や償還の意思が見られない者については、重点的に徴収を
行っていく。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課
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139

ひとり親家
庭児童就学
支度金支給
制度

　小・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
助成する。

　児童の入学準備に必要な経費の一部を助成するこ
とで、ひとり親家庭等の児童の就学に係る負担を少し
でも軽減し、児童の就学環境を保持する。 B

　少子化が進む一方、昨今の不景気の影響により、申請件数は概ね横ばいで
推移しており、支給対象児童数に大きな増減は生じていない。

　支給金額が少ないこともあり、制度を知らな
い対象者が見受けられるため、可能な限りコ
ストをかけずに、事業の周知を図っていく必要
がある。

　児童扶養手当の現況届提出時にひとり親家庭児童就学支度
金の申請案内を行い、対象世帯に申請を促すとともに、ホーム
ページや市報等で事業の周知に努めていく。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

140

男女共同参
画に関する
法令の周知

　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、男女共同参画基本法や、ＤＶ防止法、男女雇用機
会均等法など男女共同参画に関する法律ならびに、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、継続的に提供する。

　市民や事業者が男女共同参画に関する法令を知り
得ることにより、男女共同参画に対する理解を深め、
性別にかかわりなく、一人ひとりが人権を尊重しあい、
個性と能力を十分に発揮し、共に参画できる男女共同
参画社会の実現をめざす。

A

　男女共同参画社会情報誌「You＆Me～夢～」vol.25において、DV防止法及び
ストーカー規制法の改正内容について周知した。「女性カレッジ2013」等の主催
講座の中で、男女共同参画社会基本法やDV防止法について取り上げた。

　引き続き、様々な機会を活用して法令の周
知を行う必要性がある。

　今後も、市民の男女共同参画に対する理解を深めるため、情
報誌、ホームページ、講座等の様々な機会を活用して、法令の
周知を行っていく。 ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

141

男女共同参
画の視点か
らの慣行の
見直し

　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・情報提供を行う。

　性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく
社会制度や慣行の見直しが行われ、家事、育児、介
護等の家庭的な責任を男女が担うことの理解が深ま
り、性別にかかわりなく、一人ひとりが個性と能力を十
分に発揮し、共に参画できる男女共同参画社会の実
現をめざす。

A

　男女共同参画社会情報誌「You＆Me～夢～」を２回発行し、全戸配布した。
男性の介護への参加や女子学生が描くキャリアプランをテーマに特集を組み、
性別による固定的な役割分担にとらわれない意識の啓発を行った。

　引き続き、啓発・情報提供を行う必要があ
る。

　今後も、固定的な性別役割分担意識やそれに基づく慣行の見
直しを推進するため、情報誌等において、様々な側面から情報
を提供していく。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

142

ＮＰＯ・ボラン
ティア等の
活動への参
加促進

　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する。

　男女共同参画に関連したＮＰＯ・ボランティア活動に
関する図書等の資料を収集し、充実させ、男女共同参
画推進センター及び女・男プラザの情報・資料コー
ナーに配架する。また、ＮＰＯや市民グループと連携
し、地域における男女共同参画の実践につながるよう
な内容の講座を行い、男女共同参画社会の実現を目
指す。

A

　第２次さいたま市男女共同参画のまちづくりプランに定められている重点事項
や基本的施策に則して事業展開した。実際にNPO活動をされている方を講師に
招き、NPO活動につながるような内容の講座を実施した。

　第３次さいたま市男女共同参画のまちづくり
プランに基づいた事業を行いながら、刻々と
変化する社会的ニーズを見極め、いかに魅
力的な企画をし男女共同参画に対する知識・
理解を深める機会を提供するかが課題であ
る。

　これまでに実施した事業の結果や参加者の反応を事業内容
ごとに分析する。第３次さいたま市男女共同参画のまちづくりプ
ランに基づき、男女共同参画推進センターの事業・運営につい
て協議するために設置されている「事業検討会議」において、実
施事業を精査する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

143

男女共同参
画に関する
講座・講演
会の開催

　男女共同参画に関する講座・セミナーを開催し、性別
による固定的な役割分担意識の見直しにつながる情報
提供や啓発、男女共同参画に関する法制度の周知など
学習機会を提供する。

　女性カレッジ、男性カレッジ、トレンド社会学等の講
座・講演会において、固定的な性別役割分担意識や
それに基づく社会制度、慣行を見直すための意識啓
発を行い、男女共同参画社会の実現を目指す。 B

　第2次さいたま市男女共同参画のまちづくりプランに定められている重点事項
や基本的施策に則し、女性カレッジ、男性カレッジ等の講座を開催した。
参加者数の減少については、デートDV防止出前講座の参加者数が前年に比
べ６００人弱減少したことが影響している（開催回数は変わらない）。

　第３次さいたま市男女共同参画のまちづくり
プランに基づいた事業を行いながら、刻々と
変化する社会的ニーズを見極め、いかに魅
力的な企画をし男女共同参画に対する知識・
理解を深める機会を提供するかが課題であ
る。

　これまでに実施した事業の結果や参加者の反応を事業内容
ごとに分析する。第３次さいたま市男女共同参画のまちづくりプ
ランに基づき、男女共同参画推進センターの事業・運営につい
て協議するために設置されている「事業検討会議」において、実
施事業を精査する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

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

　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する。

　男女がともに自分らしい生き方を選択し、人生の各
段階に応じて、仕事と子育て、介護、地域活動、自己
啓発などが両立できる社会の実現に向けた支援をよ
り一層推進する。

C

　第２次さいたま市男女共同参画のまちづくりプランに定められている重点事項
や基本的施策に基づき、ワーク・ライフ・バランスに関する講座として、「男性カ
レッジ」「幼児を持つ母親のための講座」「事業所への出前講座」を実施した結
果、参加者数について、目標値に達しなかった。特に「男性カレッジ」について、
関係団体等に受講を呼び掛けたが、定員には達しなかった。

　第３次さいたま市男女共同参画のまちづくり
プランに基づいた事業を行いながら、刻々と
変化する社会的ニーズを見極め、いかに魅
力的な企画をし男女共同参画に対する知識・
理解を深める機会を提供するかが課題であ
る。
また、広報等を工夫し、参加者の増加を目指
す。

　これまでに実施した事業の結果や参加者の反応を事業内容
ごとに分析する。第３次さいたま市男女共同参画のまちづくりプ
ランに基づき、男女共同参画推進センターの事業・運営につい
て協議するために設置されている「事業検討会議」において、実
施事業を精査する。 ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

145

男性のため
の講座の開
催

　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
座を開催する。

　家庭生活や地域活動に参加するための知識と理解
を深め、男女がともに仕事と家庭生活を両立できる環
境づくりを図る。

C

　第２次さいたま市男女共同参画のまちづくりプランに定められている重点事項
や基本的施策に基づき、男性のための講座として「男性カレッジ」を実施した結
果、参加者数について、前年度を下回った。関係団体等に受講を呼び掛けた
が、定員には達しなかった。

　第３次さいたま市男女共同参画のまちづくり
プランに基づいた事業を行いながら、刻々と
変化する社会的ニーズを見極め、いかに魅
力的な企画をし男女共同参画に対する知識・
理解を深める機会を提供するかが課題であ
る。
　また、広報等を工夫し、参加者の増加を目
指す。

　これまでに実施した事業の結果や参加者の反応を事業内容
ごとに分析する。第３次さいたま市男女共同参画のまちづくりプ
ランに基づき、男女共同参画推進センターの事業・運営につい
て協議するために設置されている「事業検討会議」において、実
施事業を精査する。 ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課
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父親の１日
保育士・幼
稚園教諭体
験

　父親の子育て参加を応援するため、認可保育園・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日保育体験業務。

　父親の子育て参加の場として実施する「１日保育体
験」に、平成22年度～平成26年度の5年間で6,250人
の父親が参加する。

A

　父親等の参加が見込まれ易い土曜日の運動会等のイベント開催時の参加
や、短時間での参加を可能とする等の、事業の弾力的な運用により、大幅な参
加者増加に繋がった。また、本事業の内容について、より分かり易い具体的な
参加風景写真の掲示やチラシの配布枚数を増やすなど、各園周知の工夫をし
た。

　参加した父親等の感想を聞き、フィードバッ
クしながら事業を展開する。
　引き続き父親等が集まり易い土曜日の運動
会等のイベント開催時に参加を促していく。

　一日保育体験事業に参加した父親等の懇談会への参加や感
想文を園内に掲示する等、保育園で工夫を凝らして事業の効果
的な情報提供を続ける。
　事業未実施園には、直接出向いた際、本事業の説明をし、内
容についての理解をより深めてもらう。また、更なる参加者の増
加を実現するため、短時間参加者の利便性向上等の検討を進
めていく必要がある。

ウ

子ども未来局 保育課

147

DV防止法の
啓発

　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の根絶を目指す。
　また、若年層を対象とする啓発活動を推進する。

　DV被害者の多くは女性であり、DVの背景には、男
女の社会的地位や経済力の格差、固定的な役割分担
や女性の人権軽視など、今日に至るまでの社会的・構
造的問題があることから、女性の人権の尊重と暴力を
容認しないことを徹底し、DVを含む女性に対する暴力
のないまちづくりを推進する。 A

　男女共同参画社会情報誌「You&Me～夢～」において毎号DVトピックスを掲載
し、DV防止の啓発を行った。平成25年10月号では、改正DV防止法について周
知を図った。

　平成22年度末に策定した、「さいたま市ＤＶ
防止基本計画」に基づきＤＶの防止から被害
者の自立支援に至る切れ目のない支援を図
るため、今後も、関係機関との連携と計画の
周知を図る必要がある。取り組み施策の実施
状況については、各施策ごとに把握し公表す
る。
　また、今年度は「若年層における交際相手
からの暴力（デートDV）に関する意識・実態調
査」を実施する。

　引き続き、HPや情報誌への掲載、リーフレット等の媒体を併用
し、あらゆる機会を通じて意識の啓発、防止に努める。また、DV
の防止に関する講座や催事、ＤＶ防止関係機関連携会議等を
開催し、あらゆる機会にＤＶ防止啓発活動を積極的に推進す
る。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課

148

DV相談事業
の充実

　女性の悩み電話相談を通じて、ＤＶ被害者を把握し、
保護から自立支援に向けた情報提供を行います。また、
庁内関係機関との連携を図り、ＤＶ被害者の支援に努め
る。

　女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者の自立
支援をめざし、若年層を対象としたデートＤＶ被害者の
対応や、ＤＶを目撃している子どもの対策など、関係
機関と連携して取り組む。また、相談員のさらなる資
質向上を図る。

A

　相談員研修、庁内ＤＶ連携会議共に、目標どおり開催することができ、相談員
の資質向上、関係機関との連携強化を図ることができた。

　相談員研修、庁内ＤＶ連携会議共に内容の
充実を図る。

　平成26年10月に配偶者暴力相談支援センターを設置すること
となっており、それに向けて相談員研修、庁内ＤＶ連携会議の
内容を充実させていき、今後もＤＶ被害者支援にあたっての対
応力を高めると共に、問題把握と解決に努め連携を強化する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了
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認可保育所
の整備

　女性の社会進出を進め、子育てと仕事の両立を図るた
め、民間活力を利用した認可保育所設置を支援し、保育
の受入枠を拡大することにより、保育所入所待機児童の
解消を図る。
　また、特に整備が進まない駅前などの地域について
は、施設基準などを見直して、整備を促進する。

　認可保育所の整備、幼稚園における預かり保育、家
庭的保育や事業所内保育などの事業を複合的に組み
合わせることにより、保育の受入れ枠を拡大し、総合
的に待機児童を解消する。 A

　待機児童の早期解消のため、可能な限り計画の前倒しによる整備を図った。
（H26.4.1定員672人増の整備）

　保育所整備を進め、受入れ枠を拡大してい
るが、新たに保育需要が喚起される状態に
なっており、整備が追いつかない状況にある
ため、ナーサリールーム、家庭保育室、新制
度における地域型保育施設を含めて、待機
児童解消のために全市的な整備バランスを
検討していく必要がある。

　今後も積極的な認可保育所整備を進める、あるいは保育需要
の高い地域を中心に定員増加を図っていく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

150

認定こども
園の整備

　幼稚園型認定こども園を構成する認可外保育施設を
整備する法人に対し、整備費を補助することにより、認
定こども園の整備を促進し、保育所待機児童の解消を
図るとともに、保護者の就労の有無を問わず幼児教育と
保育サービスが一体的に受けることのできる環境づくり
を促進する。

　認定こども園を増やすことにより、多様な保育サービ
スを受けることができる環境を整備するとともに、待機
児童の解消にもつなげる。

A

　今年度は既存施設の定員増を図った。また、平成２６年４月の開所（１施設）の
ための整備協議を行った。

　子ども・子育て支援新制度における認定こ
ども園制度への移行を決めかねている法人
が多いため、情報提供等を行い移行を促す
必要がある。

　幼稚園を運営する学校法人が、保育施設を設置して認定こど
も園の整備を行うために必要となる費用負担を軽減するため
に、今後、施行される「子ども・子育て支援新制度」を踏まえて補
助を行い、認定こども園の整備を促進する。 ウ

子ども未来局 幼児政策課

151・
152

ナーサリー
ルームの整
備
家庭保育室
の整備

　保育に欠ける児童を保育する認可外保育施設のうち、
市の独自基準を満たした施設を認定し、助成することに
より、入所児童の待遇改善を図るとともに、保育所の待
機児童解消を促進する。

　認可保育所の整備、幼稚園における預かり保育、家
庭的保育や事業所内保育などの事業と複合的に組み
合わせることにより、保育の受入れ枠を拡大し、総合
的に待機児童を解消する。 A

　待機児童の早期解消のため、可能な限り計画の前倒しによる整備を図った。 　平成27年4月より、子ども子育て支援新制度
が施行されることにより、小規模保育事業等
新たな枠組みが創設される事から、小規模保
育事業への事業者選定を進めて行く。また、
移行困難なナーサリールームの認可保育所
への移行について、基準の見直しを検討して
いく。

　認可保育所の基準の見直しを検討し、ナーサリールームへ通
知できるよう準備を進める。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

153

事業所内保
育施設

　事業所内保育施設の設置を希望する事業者に対し、
施設整備費を補助する。
また、事業所内だけでなく地域の児童も受け入れる地域
型事業所内保育施設については、地域児童分の運営費
の補助も実施する。

　毎年度整備を続け、事業所内保育施設の定員拡充
に向けて、更なる設置促進を図る。

B

　事業所内保育施設を設置希望する企業が少ない。
　また、市の補助事業をうけての設置はなかったが、県の補助事業を受けての
施設は設置された。

　来年度から施行される新制度において、事
業所型保育は地域型保育事業に位置づけら
れるため、整備の推進策を検討する必要があ
る。

　平成２７年４月から施行される子ども・子育て支援新制度につ
いて一層の周知を図るとともに、待機児童の解消を図る方策の
１つとして検討していく。 エ

子ども未来局 幼児政策課

154

幼稚園にお
ける預り保
育制度の普
及促進

　市独自の預かり保育制度の普及・促進を図る。
　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ＷＥＢ」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
進を図る。

　市内104園の幼稚園のうち9割以上の幼稚園で、補
助金対象となる預かり保育の実施を目指す。

B

　平成25年度は、補助対象園数（平日分）を平成24年度の80園から3園拡大す
ることができた。
　夏季長期休園日の預かり保育の補助対象園数は平成24年度の45園から48
園に拡大することができた。（実施率46％）
　平日の平均預かり保育時間は、平成24年度と同様の3.8時間だった。

　夏季長期休園日の預かり保育補助対象園
数は増加傾向にあるが、実施率が46％であ
り、長期休園日に預かり保育を実施する園数
を拡大していく必要がある。
　預かり保育時間の延長を促し、長時間預か
り保育を実施する園数を拡大する必要があ
る。

　夏季長期休園日の預かり保育を6時間以上実施する幼稚園に
対し補助し、3年を目途に預かり保育を8時間以上実施するよう
移行を促す。
　幼稚園児の保護者に対し、アンケート調査を実施し、預かり保
育の希望時間等のニーズを把握する。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

155

こども送迎セ
ンターの創
設

　近隣に入所可能な保育所がない児童が、自宅から遠
距離にある定員に余裕のある保育所に通所できるよう
に、保護者にとって利便性の良い場所にこども送迎セン
ターの整備を検討する。

　交通利便性の良い場所に設置されたこども送迎セン
ターを中心とし、定員に余裕のある保育所の保育士が
付き添い、送迎バス等による児童の送迎を実施する。

C

　将来的に郊外の認可保育所に空きが生じ、かつ交通利便性の良い駅周辺の
認可保育所の入所希望者が依然多数いる場合を想定して、こども送迎センター
を１か所（大宮駅西口前「のびのびプラザ」１階）整備しました。

　依然として郊外の認可保育所に空きが生じ
ないことから、待機児童解消を図るため、保
育室としての有効活用を検討していく。

　今後、郊外において入所可能な認可保育所が確保された際
は稼働できるよう準備しておく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

156

家庭的保育
事業

　家庭的保育者の自宅で、家庭的な小規模の保育を実
施する。
　連携する認可保育所、家庭的保育支援者を設定し、家
庭的保育者の支援体制を整備する。

　待機児童解消の一助、多様な保育サービスの提供
の一環として、定員数６０人に向けて整備を図る。

B

　家庭保育者の休暇や、集団保育などに利用する連携保育所の受け入れの確
保が困難であった。

　連携保育所の確保が必要である。 　子どもの安心・安全や費用面を考慮した場合、単独型より集
合型の家庭的保育として実施する方向で進める。
　認可保育所の整備と比べ、整備にかかる負担が少ない家庭
的保育事業を進めることは、待機児童解消の一助になる。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

157

低年齢児保
育

　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する。

　新設される認可保育所において、０歳児保育の実施
と、低年齢児の十分な定員枠を確保する。

A

　平成25年度は、実施施設を平成24年度の120施設から１２6施設に拡大した。 　来年度設置される新たな保育所に対し、本
事業への協力を促す。また、保育所整備を推
進することにより、新たに保育需要が喚起さ
れる状態になっており、整備が追いつかない
という課題がある。

　新設される保育所に対し、引き続き本事業への協力を促して
いく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課

158
延長保育 　通常保育時間（１１時間）を延長して開所する保育所を

拡充する。また、２時間以上の延長保育を行う保育所を
拡充する。

　新設される認可保育所において、保護者のニーズに
対応できるよう延長保育事業を実施し、更なる実施施
設の拡充を図る。

A
　平成25年度は、実施施設が平成24年度の138施設から145施設に拡大した。 　来年度設置される新たな保育所に対し、本

事業への協力を促す。
　新設される認可保育所において、ニーズに対応できるよう引き
続き本事業の実施を促していく。 ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課

159

休日保育 　認可保育所に通所中の児童で、両親ともに休日が仕
事等で保育できないときに児童を預かる休日保育事業
を実施する。

　本事業実施施設について、引き続き周知を行ってい
く。
また、今後の実施施設数の拡大については、需要の
動向を見ながら検討する。

A

　平成25年度は、実施施設が平成24年度の5施設から6施設に拡大した。 　本事業実施施設について、引き続き周知を
行っていく。また、今後の実施施設数の拡大
については、需要の動向を見ながら検討す
る。

　本事業実施施設の周知を行う中で、各施設の利用状況を見な
がら、休日保育事業に対する需要を把握し今後の拡大の方向
性を検討する。

ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課

160

障害児保育 　心身の発達に遅れ等のある児童の保育を、認可保育
所において実施する。

　私立保育所での受け入れ数増加を推進し、障害の
ある児童とない児童の相互交流を促す。

B

　平成25年度は、平成24年度に比べ受入施設数・受入児童数ともに増加した
（受入施設数は8施設増、受入児童数は37人増）。

　公立保育所においては、各園につき原則２
名の担当保育士を配置することにより、全園
で本事業を実施しているが、現状の受入児童
数を上回る受入れは困難な状況にあり、私立
保育所における受入れを促していくことが課
題となる。

　私立保育所における障害児の受入れについては、平成２１年
度から補助額を増額したところであり、引き続き各施設に対し、
本事業への協力を促していく。

ウ

子ども未来局 保育課

161

一時預かり
事業（保育
所）

　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。

　新設される認可保育所において、ニーズに対応でき
るよう一時預かり事業を実施し、更なる実施施設の拡
充を図る。

A

　平成25年度は、実施施設が平成24年度の5５施設から６２施設拡大した。 　来年度設置される新たな保育所のうち、本
事業へのニーズが高いと考えられる地域の
保育所に対し、協力を促す。

　新設される認可保育所において、ニーズに対応できるよう引き
続き本事業の実施を促していく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課

162

病児・病後
児保育

　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する。

　最終的には、１区に最低１か所の病児保育室を設け
ることを目標に、市内に８箇所の病児保育室を設置す
る。 A

　昨年度は西区、中央区に各1施設新設され、合計８施設となった。これにより
整備済みの区は８区となった。

　計画終了時の８箇所の設置目標は達成して
いるが、１区に最低１箇所の設置を目標とし
ているため、北区、大宮区内で事業実施可能
な施設の立候補を待たなければならない。

　市内の４医師会とその会員に対し、事業実施の依頼を行い、
推薦や紹介をお願いしていく。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

163
保育料の検
討

　国基準の保育料について、市が一部負担することで、
各家庭が負担しやすい額にしている。

　国基準の動向に注意しながら、階層区分や各階層
の保育料が各家庭の負担増とならないよう検討してい
く。

B
　保育料の改定は行っていないが、所得分布や多子軽減対象児童が昨年度と
同一でないことから若干負担率が変動した。

　市民の声を傾聴しつつ、国や他市の状況を
勘案しながら随時改定していきたい。

　国や他市の状況を勘案しながら随時改定していきたい。
ウ

子ども未来局 保育課

164
トワイライト
ステイ事業

　保護者が、仕事や、緊急の必要により帰宅が遅くなる
場合などに、平日の夕方から夜間まで子どもを預かる。

　保護者の多様な保育ニーズに応えられるよう、平成
２６年度末までに２施設で実施する。 A

　平成25年度は、実施施設が平成24年度の１施設から２施設に拡大した。 　周知を継続して行いながら、今後の社会状
況の変化や、利用状況等の推移を確認し、整
備を行っていく。

　既存の施設の利用状況等を把握し、設置場所についての立
地条件も踏まえ、実施する保育所の確保を行う。 ウ

子ども未来局 幼児政策課
保育課

165

幼保窓口一
本化

　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、国の幼保一体政策
の状況を見極めながら引き続き検討する。

　国の幼保一体化についての議論を見極めながら市
民の利便性のよい窓口のあり方の結論を得、窓口の
一本化を維持していること。

B

　平成1７年４月に幼保窓口の一本化として、幼稚園就園奨励事務と私立幼稚
園助成金事務を教育委員会から市長部局の保育課に移管した。さらに平成23
年4月に幼児政策課を子ども未来局に設置、幼稚園関係事務を移管継承してい
る。幼稚園就園奨励費、特別支援事業や預かり保育など幼稚園事業の助成に
より就学前児童とその保護者を対象に、多様な地域の保育ニーズや就業形態
に対応した幼児教育を提供している。

　国の提案する「子ども・子育て支援新制度」
において、就学前児童の認定業務が新たに
発生する。新制度に移行し、施設型給付を受
ける幼稚園の認定業務は、各幼稚園で保護
者からの提出書類をとりまとめ、幼稚園所在
区の支援課で行うこととなった。新制度に移
行しない幼稚園の幼稚園関係事務について
は今までどおり幼児政策課で事務を行う。

　新制度に移行し、施設型給付を受ける幼稚園では、新たに認
定業務が発生する。保護者は基本的に幼稚園に書類を提出す
る従来の形に変更は無い。幼稚園が書類をまとめ、幼稚園所
在区の支援課へ提出することについて、幼稚園へ周知してい
く。 ウ

子ども未来局 幼児政策課
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166

保育士の研
修

　保育士の資質向上のため、研修体系を作成し、研修を
充実させる。また、さいたま市保育研究大会を実施す
る。

　研修体系に沿って保育課主催の保育研修を実施し、
公・私立保育園、認可外保育施設を含むさいたま市の
保育全体のレベルアップを図る。
　保育の質の向上を目的とし、公・私立保育園が協力
してさいたま市保育研究大会を継続的に実施する。

B

　保育課主催の研修の充実を図るとともに、県などの派遣研修についても、広く
周知し参加を促した。民間保育施設の参加者が年々増えており、研修の機会を
求めていると判断することができる。また、研修の充実を図ることにより、保育
士の資質向上や働く意欲向上に繋がっている。さいたま市保育研究大会におい
ては、本大会はもちろんのこと、前段階のグループ別報告会において、各グ
ループに私立保育園を加え、私立保育園職員の参加者が増加するとともに、本
大会への関心が深まった。

　研修体系のもと、前期・後期に分け、計画的
な研修の開催を目指しているが、講師の日程
調整や、会場が確保できず日程の決定が困
難な状況である。研修は、年々、充実してきて
いるが、開催日時が平日の日中や夜間という
ことで、私立、認可外保育施設職員は、なか
なか参加できない状況にあったため、平成25
年度は研修委託事業により、土曜日の実施
を行ったが大きな参加者増には繋がらなかっ
た。さらに研修内容の充実を図り、さいたま市
内保育施設全職員のレベルアップに繋げて
いくことが課題である。

　研修体系をもとに、年度当初に講師、会場、日程等の調整を
行う。その上で、各保育園に周知し、無理なく参加できるように
する。

ウ

子ども未来局 保育課

167

認可外保育
施設への指
導・監督

　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
運営を推進する。

　認可外保育施設の適切な運営を推進する。

B

　２１年度より全園を対象とした立入調査を実施している。国の基準や要綱の遵
守の徹底を計ることに伴い、毎年重点事項を設け、保育の質の向上を図ってい
る。

　施設の増加にともない、立入調査や管理、
監督を行う事務量が増加していくが、保育の
質を維持、向上させることが今後も必要とされ
る。

　様々な問題、状況に対応し、保育の質を向上させていくために
も、園それぞれの状況における問題、状況を担当者だけでなく、
部、課、全体で、検討、判断して、対応することが必要と考える。

ウ

子ども未来局 幼児政策課

168

放課後児童
健全育成事
業の実施

　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。

　待機児童の多い小学校区を重点に、民設民営での
施設整備を促進し、受入れ可能児童数を毎年度360
人ずつ拡充していく。

A

　入室申込者の増加および施設確保に係る補助金制度等により分離開設が促
進されたためと考えられる。

　児童福祉法の改正による６年生までの受入
れ拡大を見据えた効果的なクラブ整備。
民設クラブについては、引き続き支援強化策
の検討を行う。

　１　受入れ規模拡大については、クラブ開設の促進、保育環
境の整備により進める。
　２　入所児童数拡大については、公民保護者負担の平準化に
より、利用促進を図る。
　３　「さいたま市の放課後児童クラブのあり方」に基づき、民設
経営を立て直す（保護者負担の軽減）ための委託料、補助金な
ど財政的な支援を強化する。

エ

子ども未来局 青少年育成
課

169

放課後児童
クラブの施
設整備

　放課後児童クラブ未整備小学校区及び待機児童の多
い小学校区について、民設民営により待機児童の解消
を図る。

　待機児童の多い小学校区を重点に、民設民営での
施設整備を促進し、受入れ可能児童数を増やしてい
く。
　また、放課後児童クラブが未整備の学区に新規開設
をし、未整備学区をゼロにする。

B

　民設民営での施設整備を活動的に行うことができたため、受入可能児童数の
目標値は下回ったものの、受入可能児童数の増数の目標値を達成した。
　未整備学区の解消には至らなかったが、辻小学校区において学校教室の転
用を行い、「辻放課後児童クラブ」（公設）を移転し、受入可能児童数を増加し
た。

　放課後児童クラブの施設整備に適した余裕
教室等が、学校校舎内において発生しにくい
状況がある。
　未整備学区については、小規模校であるた
め、ニーズを把握しながら必要性について検
討していく。

　受入可能児童数の増員による待機児童解消を図るため、民
設民営の施設整備を引き続き活動的に行うとともに、小学校の
余裕教室等の積極的な活用を検討するため、関係課所との連
携及び協議を行う。 エ

子ども未来局 青少年育成
課

170

保育料（指
導料）の保
護者負担の
平準化

　保育料（指導料）について、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う。

　民設放課後児童クラブの家賃補助限度額の見直し
などにより、民設クラブの保護者負担になっている要
因の軽減を図るとともに、公設クラブの指導料や民設
クラブに対する委託料の見直しを図ることで公平な負
担を目指す。

A

　公民保護者負担の平準化については、平成２３年度に都市経営戦略会議及
びパブリックコメントを経て策定した「放課後児童クラブのあり方」の中で、放課
後児童クラブを取り巻く課題に対する対応方策の一つとして掲げ、平成24年4月
より公設クラブの指導料を適正な額にするための条例改正及び民設クラブへの
委託基準の見直しを行った。

オ

子ども未来局 青少年育成
課

171

保育の質の
向上

　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る。

　市内の放課後児童クラブにおける統一的で質の高
い保育を実施するために、「さいたま市放課後児童ク
ラブ保育指針」を策定する。
　これにより、指導員の人材育成の強化、専門性の向
上を図り、処遇改善に繋げていく。 B

　指導員の配置については、平成24年度にさいたま市放課後児童健全育成事
業実施要綱を改正し、児童数に応じた指導員の配置を厚くするため、配置基準
を細分化した。平成２５年度も新しい基準に従い、配置を行っている。

　国の子ども・子育て新システムの基本ワー
キングチームの議論の中でも、非常勤職員の
常勤化が検討されていることを踏まえ、引き
続き検討していく。

　保育指針の早急な策定
　指導員の人員配置、処遇改善の検討
　保育の質を確保するための指導員研修の検討

エ

子ども未来局 青少年育成
課

172

放課後児童
健全育成事
業における
障害児保育

　就労などにより保護者が昼間家庭にいない障害のある
児童に、適切な遊びや生活の場を与え、健全な育成・指
導を図る。

　障害のある児童の受け入れの体制について研究し、
指導員を対象とした研修会を行うことで、安全な保育
環境を確保する。

B

　障害のある児童の受け入れを行うクラブが増加し、クラブ内の安全安心を図
るために、専門的な知識を学ぶ必要が増してきている。そのため指導員研修の
回数を増やし、より多くの指導員が研修に参加できるようにした。

　障害のある児童および障害の疑いのある児
童の入室数の増加によるクラブ運営の負担を
軽減するための方策が求められる。

　今年度も障害児支援のための指導員研修を実施するととも
に、教育委員会、こころの健康センターとも連携しながら、職員
の巡回訪問などを行い、指導員の障害児に対する理解を深め
る。
　また、本年度から開始した職員による巡回保育相談の継続実
施。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

173

特別支援学
校放課後児
童対策事業

　特別支援学校等に通学する児童の放課後や長期休業
中における居場所の確保、及び集団生活による組織的
な指導、障害児の健全育成を図るため、特別支援学校
放課後児童クラブに対して、人件費等、補助金を交付す
る。

　重度障害児は、公設・民設放課後児童クラブでは対
応が困難であり、特別支援学校放課後児童クラブへ
の入室希望が多いため、特別支援学校放課後児童ク
ラブへの支援を促進することにより、障害児受入れ枠
の拡大を図る。 C

　平成24年度に創設された放課後等デイサービス（学校に就学している障害の
ある児童に対し、学校授業終了後や休業日において生活能力向上のための訓
練等を提供）に移行したため（年度途中に２か所移行）。また、新規で特別支援
学校放課後児童クラブを開設する事業者がなかったことによるものである。

　平成24年度に創設された「放課後等デイ
サービス」により障害児施設について一元化
されるなど、福祉サービスの拡大により、特別
支援学校放課後児童クラブへ入所を希望す
る児童の人数が減少していること、また、児童
数の減少による特別支援学校放課後児童ク
ラブの運営などについて課題が生じている。

　市内在住である障害のある児童が入室している特別支援学
校放課後児童クラブへ支援を行うとともに、事業運営に対する
ニーズの把握とそれに則した個別対応を行う。
　特別支援学校放課後児童クラブから放課後等デイサービス事
業へ移行する傾向が顕著であるため、県および周辺市町村の
動向を注視しつつ更なる支援策の検討を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

174

労働基準法
等の普及・
啓発

　市民や事業者に対して、リーフレットの配布、労働法講
座の開催などにより、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する。

　労働関係法の普及・啓発が図られることで、仕事と
子育てが両立できるような職場内の環境が醸成され
る。 A

　平成25年度は1講座4日間の「労働法講座基礎編」「労働法講座応用編」をそ
れぞれ2回ずつ実施し、受講者は延べ662人となっている。また、1日で実施する
「ワイド講座」を２回行い、受講者は延べ69人となっている。

　講座のテーマにより受講者のばらつきが見
られるとともに、開催日、開催回数、開催内容
等について、様々な意見が寄せられているた
め、より多くの受講者に満足いただけるよう対
応の工夫が必要である。

　過年度は、労働法講座[基礎編]について、浦和・大宮会場で
同内容のものを実施しており、受講者のアンケートにおいて、1
コースあたりの講座回数が足りないとの意見が多かったため、
今年度より浦和・大宮会場で内容を分けることで、幅広く、掘り
下げた内容を学べるよう見直しを図る。

ウ

経済局 労働政策課

175

女性の職業
能力開発事
業

　勤労女性施設等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
プを図る。

　勤労女性の職業能力の向上と、働くためのキャリア
アップの促進が図られている。

A

　勤労女性センターの職業実務講座は、パソコン講座のように土日を利用した
集中講座や、カラーコーディネーターや簿記講座など、資格取得を目指す方を
対象とした講座を夜間に開催し、勤労者が受講しやすいよう配慮している。
　また、雇用対策推進事業の中で、勤労者・求職者を対象とした職業実務講座
を１5講座実施した（※）。
　※勤労女性ホームが平成22年度末をもってコミュニティセンターに用途転換し
ており、勤労女性ホームで実施していた職業実務講座の代替として、平成23年
度以降雇用対策推進事業を拡大して職業実務講座等を実施している。

　勤労女性センターは駅から遠く、利便性に
欠ける。また、さらなる支援のため、講座メ
ニューの充実を図る必要がある。

　駅周辺の施設を活用し、雇用対策推進事業における支援を引
き続き実施するほか、埼玉労働局との一体的実施事業として実
施する就労支援事業を行なう。

ウ

経済局 労働政策課

176

女性の再就
職に関する
支援

　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、女性の再就職の支援を促進する。

　働きたい女性の再就職支援

A

【市主催セミナー】
就職支援セミナー（職業実務講座）を年15講座（計138回）実施した。
なお、対象は女性に限らず実施している。

　経済雇用状況の変化に対応して、ふるさと
ハローワークを拠点とした就職支援の充実を
図るとともに、就職支援セミナーの内容等に
ついて市民ニーズに適宜対応していく必要が
ある。

　就労支援に効果的な事業内容となるよう見直しを図る。

ウ

経済局 労働政策課

177

ワーク・ライ
フ・バランス
会議の開催

  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
を進める。

　企業や民間の担い手と行政とが共通の認識の元、
市民のワーク・ライフ・バランス実現に向けて、それぞ
れの役割を推進する。 A

　さいたまキッズなＣｉｔｙ２０１３において、子育て中の父親の育児参加、仕事との
両立などの啓発を目的としたワーク・ライフ・バランス会議を実施した。ワーク・ラ
イフ・バランスを推進する方法として、会議の開催が効果的かどうか検討した結
果、今後は講座など実践的な形での啓発が効果的であるとして、ワーク・ライ
フ・バランス会議は終了することとした。

オ

子ども未来局 子育て企画
課
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所管事業
番号
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目標達成状況と課題 今後の展開

評価

178

九都県市共
同でのワー
ク・ライフ・バ
ランス推進

　東京都や横浜市など、九都県市で情報共有・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
環境づくりを進める。

　九都県市において、ワーク・ライフ・バランスの考え
方が浸透し、各都市において企業や行政がそれぞれ
の役割を果たしていくことで、在住、在勤者のワーク・
ライフ・バランスが実現する。

A

　平成21年度末で首脳会議の下部研究組織としての位置づけは終了し、平成
22年度からは推進連絡会議としての活動となった。昨年度に引き続き一斉定時
退庁を実施した。

　九都県市ワーク・ライフ・バランス推進連絡
会議のあり方について、協議を続ける必要が
ある。

　当初の目標をおおむね達成できたため、今後のワーク・ライ
フ・バランス推進の方向性について、検討する。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課

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

　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に意識啓発を行う。

　一人ひとりがワーク・ライフ・バランスについて認識
し、その実現に向けて取り組みを進め、子育て期にあ
るすべての市民のワーク・ライフ・バランスが実現す
る。 A

　平成25年度に実施した市民意識調査において、ワーク・ライフ・バランスの認
知度は54％であり、目標値を上回った。

　ワーク・ライフ・バランスの更なる認知度向
上を図るとともに、言葉だけでなく、内容の理
解や実践に踏み込んだ普及啓発が課題であ
る。

　当初の目標をおおむね達成できたため、今後のワーク・ライ
フ・バランス推進の方向性について、検討する。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課

180

事業所を対
象とする講
座の実施

　市内事業所からの要望に対し講師を派遣して、ワー
ク・ライフ・バランスや女性の能力活用などをテーマに、
男女共同参画講座を開催する。

　男女共同参画社会の実現には、事業所の理解と協
力も欠かせないため、男女共同参画推進センターが
積極的に地域の事業所に出向き、事業者における自
主的な取組を促進する。

C

　ワーク・ライフ・バランスに関する出前講座を1回実施したが、相手方の事業所
の都合もあり、参加者数は目標値に達しなかった。

　市内事業所と連携し、講座を実施するととも
に、より多くの参加が得られるよう、工夫す
る。

　勤務時間が不規則な業種等、特にワークライフバランスの必
要性が高いと思われる事業所を中心に、協力を得られる事業者
を探し、多くの参加者を募る。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

男女共同参
画課



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり
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182

要保護児童
対策地域協
議会

　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
を整える。

　虐待を受けた子どもをはじめとする保護を要する要
保護児童に関する情報の交換やネットワークによる支
援を充実させ、児童虐待等の未然防止・早期発見・早
期対応を行う体制の整備・充実を図る必要がある。 B

　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、関係機関が更なる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ってい
る。

　重大な人権侵害である児童虐待について、
市内の各関係機関が共通認識のもとに連携
を図りながら、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。

　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る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

183

子どもの権
利を守る啓
発活動

　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する。

　児童虐待に対する関心と理解を深め、地域ぐるみで
子どもへの虐待を防止する機運の醸成を図る。

B

　地域住民や児童に関わる機関の虐待に対する正しい認識・関心を高めること
で、未然防止から早期発見、支援に至るまで、地域の力を醸成していくよう積極
的に各種施策を展開した。
　５月及び児童虐待防止推進月間である１１月を中心として、オレンジリボン
キャンペーンを展開し、児童虐待防止の啓発を図った。

　児童虐待を防止するには関係機関だけでは
なく、市民一人ひとり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り、より
効果的な啓発方法について検討する必要が
ある。

　より効果的な啓発方法、フォーラム講演テーマ等を検討しつ
つ、引き続き事業を実施していくことにより、児童虐待防止に向
けた機運の醸成を図る。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

184

人権教育 　様々な人権問題の解決を目指し、各種人権教育・啓発
事業を推進することで、子どもの人権意識の普及高揚を
図る。

　各学校における様々な人権教育の実践の中で、最
も共通的な取り組みである人権作文を指標として設定
し、応募点数を児童生徒数の約８０％である７９，０００
とする。
　また、人権教育研修についても、市内全小・中学校
等１６７校での開催を目標とする。

B

　人権作文についてはより多くの作品を応募するよう呼びかけた結果、小学校
では実績数では前年度を下回ったが、全児童数に占める応募割合では微増し
ており、児童数の減少の影響を受けたものと推測している。なお、中学校では
前年度実績を上回り、小中学校全体では前年度を下回った。
　また校内研修会が積極的に開催されるよう、人権啓発・教育推進ビデオの貸
出や講師の派遣を行うなど学校側の取組を支援し、前年度同様に98％の学校
で校内研修を行った。

　人権作文について、例年中学校の応募校
数が小学校と比較しても少なく、昨年度は応
募数がやや増加したものの、より多くの中学
校で取り組んでもらうことが引き続き課題であ
る。
　校内研修会については、様々な人権課題が
発生しており、身近な課題として取り組めるよ
う全学校で開催されることが望ましい。

　人権作文について、引き続き中学校での応募校数の増加に
重点を置き、教職員研修会等で積極的に働きかけることで更な
る増加を図る。
　また校内研修会について、新たな課題に対応するための情報
提供や、校内で取り上げられている人権課題を中心に人権教
育・啓発推進ビデオの充実を図るなど、身近な課題としてを取り
組みやすい環境づくりを積極的に支援する。

ウ

教育委員会
事務局

生涯学習振
興課
人権教育推
進室

185

さいたま市
子ども・青少
年フォーラム
の開催

　子ども・青少年をめぐる様々な課題について理解を深
める機会や、青少年関係団体等との連携協力により、地
域と青少年が交流でき、自由に提言できる機会を提供
する。

　「子どもフォーラム」と連携しながら、子育てから青少
年育成までの一本化した流れを市民に伝える事業と
する。 B

　「青少年の主張大会」との合併事業とし、１8名の青少年による「いじめについ
て考える」を実施した。
　フォーラムの参加者は少なかったが、協議・提言の様子は公開だったため、参
観者は多数いた。

　平成２６年度より、区民まつりや民間実施イ
ベント内での実施とするため事業縮小となる
が、今後は「青少年フォーラム」として、青少
年の視点から、大人の想像を超える強い思い
や願いが込められた発表を行う。

　青少年が進んで参加したくなるような企画を行い、青少年の地
域参加や社会参加を促す要素を盛り込む。発表に向けて取り
組む時間を十分にとる。 ウ

子ども未来局 青少年育成
課

186

オレンジリボ
ンキャンペー
ンの実施

　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る。

　児童虐待に対する関心と理解を深め、地域ぐるみで
子どもへの虐待を防止する機運の醸成を図る。

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、警察と連携した街頭キャンペーンによる児童虐
待防止グッズの配布を行うなど児童虐待防止の啓発を図った。

　児童虐待を防止するには関係機関だけでは
なく、市民一人ひとり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り、より
効果的な啓発方法について検討する必要が
ある。

　より効果的な啓発方法を検討しつつ、引き続き事業を実施し
ていくことにより、児童虐待防止に向けた機運の醸成を図る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

187

子ども虐待
予防家庭訪
問事業

　子育ての不安や虐待の恐れ・リスクを抱える家庭に対
し、子ども家庭支援員が専門的・継続的に家庭訪問し、
相談対応・支援を行なうことにより、虐待発生予防や早
期発見を図る。

　対象者が子育ての不安を解消し、虐待発生を予防
できる。

B

　子ども家庭支援員を派遣し終了した家庭数66件に対し、支援目標が達成した
家庭数は52件であった。支援目標に達しなかった場合は、地区担当保健師が
継続した支援をしている。

　子ども家庭支援員の配置に地域での偏りが
あるため、市内全域に複数の子ども家庭支援
員を配置できるよう人員確保する。また、多問
題複雑困難ケースの増加に伴い、各家庭の
問題に対応できる子ども家庭支援員を養成す
る必要がある。

　子ども家庭支援員を対象にした研修や情報交換が図れる機
会を計画し、子ども家庭支援員の資質の向上に努める。また、
より手順を明確にして利用しやすい事業となるように、マニュア
ルの改正を行う。
　市内での子ども家庭支援員の偏在を解消するため、継続的・
積極的に養成に取り組む。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

188

ふれあい親
子支援事業
の充実

　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れる場所と時間を提
供するふれあい親子支援事業（MCG）を実施する。

　子育ての悩みを持つ母親が身近な地域でMCGに参
加できるよう複数会場で開催する。
　MCGに従事する心理職等の専門職員の確保と、職
員向けの支援を行う。

B

　保健所会場と浦和区保健センター会場の2会場で実施していた。浦和区保健
センター会場は、参加者が卒業の為、平成26年2月までの実施となった。
　平成25年度は年38回開催し、延べ参加者数127人であった。

　MCG利用ニーズのある人が、スムーズに参
加開始できるよう支援する必要がある。

　保健センター等にMCG利用ニーズのある人の紹介を募り、
MCGの定着化を図る。
　新規参加者受け入れの際には、事前に地区担当者と十分な
打ち合わせを行う。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

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
防止強化事
業）

　出産を扱っている医療機関等との連携により、妊娠期
から支援が必要な家庭を把握し、保健師が支援を行う。

　医療機関から連絡のあった全てのケースのフォロー
を実施できる体制整備。
　医療機関との調整や情報の集約、タイムリーな支援
等に結びつけるための連携体制を強化する。 A

　埼玉県内の本事業協力医療機関（11ヶ所）から養育支援連絡票及び市単独
事業の協力医療機関（2ヶ所）から子ども虐待予防ハイリスク連絡票が届く体制
となっている。平成25年度は計221件の連絡票が届き、保健所・保健センター連
携の元、連絡票が届いた全ケースに対して、支援を実施することができた。

　今後はハイリスクケースの早期発見・早期
支援を目標として出産できる市内の産婦人科
医療機関との協力体制をつくっていくことが課
題である。

　市民で出産できる産科医療機関と虐待ハイリスク妊産婦地域
支援事業の協力依頼。
　協力医療機関との連携を図るために、調整会議を実施する。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

190

お母さんの
心の健康相
談事業

　産後のうつや子育て不安など、周産期の女性を中心と
したこころの健康支援を必要とするお母さんを対象とし
て、専門医による相談を実施する。

　周産期の女性を中心としたこころの健康支援を必要
とする母親に専門医による相談利用ができるよう継続
する。 B

　予約がキャンセルとなり2回開催を中止し、10回開催、延べ11人の相談者で
あった。予約は毎月１～2件入り、ニーズはあるもののキャンセルなどもあり、相
談数は予約枠の半数であった。母本人からの相談数は増加していないが、支
援者が医師へ相談する枠の利用が8件あり、母の相談と合わせると79％の達成
率である。

　引き続き、相談体制の維持に努める。 　専門相談医師の安定的確保。

ウ

保健福祉局 地域保健支
援課

191

24時間・365
日体制強化
事業

　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、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る。

　児童虐待に対して常に早期に対応できるよう、24時
間虐待通告電話の実施を続けていく。
　また、その専門技術向上のための研修を年3回行
い、累計として１５回実施を行う。

A

　虐待相談について年々増加し、このような状況に対応するため、平成25年度
においても、24時間電話相談員に対して目標どおり研修を3回行った。研修内
容については、相談員に電話相談のロールプレイを実施したほか、精神保健に
関する講義や、サインズ　オブ　セーフティの知識習得の研修を行った。

　年々増加している虐待相談に迅速に対応す
るため、継続が必要な事業である。。

　今後の展開として、現状の体制の維持と質の向上のためには
研修を継続していく必要がある。

ウ

子ども未来局 児童相談所

192

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
活動の充実を図る。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る。

　家族再統合への取り組みを、施設入所児の７５％以
上行う。
　また虐待対応のためのケーススーパービジョンを累
計で１５０回行う。

A

　家族再統合に関して、サインズ・オブ・セーフティー（家族の希望を尊重しなが
ら安全性を損なわずに虐待に対応するケースワーク手法）を活用し、経験の浅
い職員も家族再統合が行えるようになり効率性が向上した。
　ケーススーパービジョン（ケースの検証会議）を予定通り行い、適切な虐待対
応を行っている。

　人事異動があり、経験年数が少ない職員が
多いため、今後も専門性向上を図っていく必
要がある。

　今後も、さらなる家族再統合の促進を図るため、ケースカン
ファレンスを定期的に実施する。

ウ

子ども未来局 児童相談所

193-1

虐待発生予
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る。

　各区役所の家庭児童相談室が取り扱う相談は、児
童虐待に限られるものでなく障害児や非行児童等、子
どもに関するあらゆる相談が含まれており、緊急で適
切な対応や指導が求められている。今後さらに相談体
制の充実に努めるとともに、要保護児童の援助活動
についても、地域と連携をとりながら、必要な体制を整
備する。

B

　近年、相談件数の急増等により緊急かつ専門的な対応が求められる一方で、
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応するため、
関係機関と連携した研修を実施した。

　子どもや家庭の様々な問題に対する相談窓
口として住民ニーズは高く、市民がいつでも
気軽に相談できる体制が必要である。

　研修内容を充実させ、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、多岐に渡る相談内容に対応
できるよう、対応能力のスキルアップを図る。

ウ

子ども未来局 子育て支援
課

193-2

虐待発生予
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る。

　多数の職員の専門性を向上させ、虐待に対して迅速
かつ適切な対応が可能な状況にする。
　支援課への研修をのべ４５回行い、主任児童委員へ
の研修・情報交換をのべ５回行う。
　また児童相談所主催の専門研修をのべ１２回以上
行う。

A

　各区支援課等の新たに配属となった職員を対象に、虐待対応をテーマにした
「基礎研修」を7回、児童相談所で毎週１回行なっている「支援方針会議」に７
回、「児童虐待と障害児」「少年非行問題に関する理解と支援」「家族療法研修」
「DVが子どもに及ぼす影響とケア」研修に参加してもらい、連携を図っている。
主任児童委員については、本所職員が各区（10区）の主任児童委員定例会に
出向し研修会と座談会を実施し、より良好な連携を図れるようになった。

　現在の相談状況や問題に則した内容を盛り
込み引き続き研修等を行っていく。

　今後も、児童相談所職員の専門性向上だけではなく、関係機
関の専門性の向上にも努め、さらなる連携を図り、虐待対応を
行う。

ウ

子ども未来局 児童相談所

193-3

虐待発生予
防・援助にお
ける職員の
能力の向上

　子ども虐待の相談や、虐待発生予防の対応を適切に
実施できるよう、保健所・保健センターの職員等を対象
に、研修を開催する。
　また、他部門との連携により、子ども虐待対応に携わ
る様々な職種の方々への啓発・研修を協力して実施す
る。

　虐待発生予防に関する職員の資質向上や関係機関
の連携を強化を図るために体系的な研修を実施でき
る。
　子ども虐待発生予防のための体系的な研修プログ
ラムを継続的に実施できる。

A

　平成25年度 子ども虐待発生予防研修においては、対象者（全体研修、新人
～主任未満研修、主任・主査研修、係長以上研修、実践研修）に応じた研修内
容を5回開催し、延べ２００人の職員が参加した。また、保健センターで支援を
行っている事例の中で重症事案が発生し、その都度振り返りを行うために保健
センターと保健所が協力し実施した。

　今後も継続して、子ども虐待発生予防のた
めの体系的な研修を開催する。

　職員の資質の向上及び定着を図るため、継続して子ども虐待
発生予防のための研修を開催する。
関係部署との調整を行い研究内容の見直しを行い、効率的な
研修の実施を行っていく。 ウ

保健福祉局 地域保健支
援課
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194

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する。

　しあわせ倍増プラン２００９の「児童虐待ゼロを目指
し児童相談所職員を増員します」により、児童福祉司
及び児童心理司の人員不足が解消され、適切な人員
配置がされる。関係機関との連携がさらに強化され、
また、職員の専門性、資質の向上をし、児童虐待に係
わる体制強化が図られる。

A

　「しあわせ倍増プラン２００９」の児童虐待ゼロを目指すという指針から予定ど
おり平成24年4月1日に、児童福祉司5名、児童精神科医師1名の計6名、累計で
16人の増員が図られた。

　「しあわせ倍増プラン２００９」による増員は、
平成22年度から平成24年度にかけて児童福
祉司12名、児童心理司3名、児童精神科医師
1名が予定通り配置された。これにより、1人
当たりの負担は多少減少したが、相談件数は
さらに増加しており、迅速な対応や専門性の
強化が課題である。

　平成25年4月1日から国立武蔵野学院と人事交流を行い、資
質の向上を行っている。また、児童精神科医師による、職員の
ケースの対応のバックアップを行い、児童相談所の専門性の底
上げを行っている。さらに、積極的に内部研修の企画・立案、外
部研修への参加を行い専門性を高めていく。

ウ

子ども未来局 児童相談所

195

乳児院によ
る支援

　児童虐待等により家庭において養育不能になった乳幼
児を入所させ保護する。また、国の方針に基づいた家庭
的養護を推進するための施設の小規模ユニット化を踏
まえ、乳児院の定員を増員する計画や施策を検討する
など、適切な養育体制の整備に努める。

　児童虐待件数が増加する中、乳児院の入所率が非
常に高く、慢性的な不足状況が続いており、入所に際
し他県にも頼らざるを得ない状況である。このため、既
設乳児院の定員の増員を図るなど、適切な養育体制
の整備を図る。

C

　児童虐待の増加や家庭の養育力の低下による要保護児童数の増加により、
乳児院の慢性的な不足状況は続くものと思われることから、現状とそれを踏ま
えた乳児院整備の方向性について検討を行ったが、国の方針として施設等の
小規模化及び家庭的養護の推進が示され、施設整備の転換期を迎えている。

　児童虐待件数が増加する中、乳児院の慢
性的な不足状況が続いていることから、民間
法人による施設の新規設置の促進など、入
所先を確保するための施設整備を推進する
必要がある。

　平成27年度を始期とする「子ども・子育て支援事業計画」や埼
玉県が策定する「都道府県推進計画」と整合性のある施設整備
を推進し、要保護児童の養育体制の充実を図る。 エ

子ども未来局 子育て支援
課

196

児童養護施
設による支
援

　家庭における様々な事情などにより、家庭での養育が
困難な児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に
対する援助を行い、その自立を支援する。また、施設職
員と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る。

　保護者のない児童、虐待されている児童その他環境
上養護を要する児童を受入れ、施設において安定し
た生活の場を保障し、健やかな成長・発達を援助する
とともに、その自立を支援するための施設として、今後
もより一層、処遇の向上を図り、支援指導の強化と専
門的支援体制の整備を図る。

B

　虐待されている児童その他環境上養護を必要とする児童は依然として増加し
ており、定員に占める入所児童の割合は９割以上で推移している。
　国の方針として施設等の小規模化及び家庭的養護の推進が示されたことか
ら、継続して国からの情報等を整理した。

　虐待されている児童その他環境上養護を必
要とする児童は依然として増加しており、施
設の必要性・有効性は非常に高く、今後もよ
り一層、処遇の向上を図り、支援指導の強化
と専門的支援体制の整備を図る必要がある。

　引き続き、事業の維持に努める。
　また、乳児院と同様に、平成27年度を始期とする「都道府県推
進計画」が策定される予定であることから、定期的に県と協議を
行う。 ウ

子ども未来局 子育て支援
課

197

里親制度 　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する。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
進する。

　厚労省が示す里親委託率１５％を掲げているが、こ
れにはまだ及ばないが、1年毎委託率を高め5年後に
は１２％に達したい。里親登録数でも90組と増加し、養
育里親の中で虐待児童の委託も進むなど、里親委託
の裾野が広がっている。

A

　今年度も里親応援の集い、里親公開講座を行い、新たに２２組の里親が登録
され、平成２５年度末現在、全体で１３８組の里親が登録されている。委託里子
については、平成２２年度末の４２人から平成２５年度末は８６人と倍増した。

　里親・里子が地域で安心して暮らせるよう、
また、中高生の委託が増えており、里親の負
担等を軽減させることが必要である。

　昨年度に引き続き、里親応援の集いを本年度も開催し、地域
での里親・里子を支援していくための周知を図るとともに、里親
委託の啓発を行う。さらに委託里親への訪問を定期的に行い、
また、中高生の委託の増加に伴い、学齢児の里親サロンを小
中学生と高校生に分け倍増し、里親の現状を把握し支援する。

ウ

子ども未来局 児童相談所

198

専門相談機
能の集積と
連携の推進

　（仮称）子ども総合センターに、児相相談所、こころの
健康センター、教育相談室、子どもサポートステーショ
ン、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
おいて連携を推進する。

　複雑なケースにも対応できるよう、(仮称)さいたま市
子ども総合センターへ専門機関を集積した上で、IPW
（専門職〔担い手〕連携実践）の理念と意識を各専門職
が理解し、相談対応する。 A

　本施設に集積する専門相談機関の意見を聴きながら、建築基本設計を作成
した。
　埼玉県立大学の協力のもと、専門相談機関職員を対象にIPWについて研修会
を実施した。

　専門相談機関同士の連携を実現するため、
それぞれの要望を把握する。
　IPWについて、児童福祉分野での実践事例
が少ないことから、研究を進める大学、実践
をすることになる専門職等から意見を集め、
本市に合った展開例を構築する必要がある。

　引き続き、研究を進める大学とも、本市にあったIPWの展開例
について検討を進める。
各機関へのヒアリングを行いながら、実務者会議等により全体
の意見に集約して設計に反映する。 ウ

子ども未来局 子育て企画
課子ども総合
センター開設
準備室

199

総合相談・
手続きワン
ストップサー
ビスの構築

　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
応する体制を構築する。

　（仮称）さいたま市子ども総合センター整備にあたり、
総合相談窓口を設け、子どもに関する相談をワンス
トップで行えるようにする。
　また、子育てWEBの強化により、WEB上での相談及
びサービスの情報提供を可能にする。

C

事業具体化調査を実施し、総合相談窓口のハード面におけるニーズを把握し、
これを基に設計へ反映した。

総合相談窓口の担い手となる総合相談員の
職種や採用方法により、専門相談機関との連
携等に差が生じる。
実際にWEB上での相談対応が可能か検討を
深める必要がある。

　情報共有システムについて、先進事例を研究し、総合相談体
制確立に向けた情報共有のあり方を、現場の意見を聴きながら
個人情報の観点をふまえて検討する。 ウ

子ども未来局 子育て企画
課子ども総合
センター開設
準備室

200

心身障害児
総合療育機
能の充実

　医療・福祉が一体となり、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、障害児総
合療育機能の充実を図る。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る。

　利用を希望する乳幼児および保護者に対し相談を
行うとともに、診察・検査を行い、その結果等に基づく
総合的診断により、それぞれの障害に応じた今後の
治療及び療育の方針を立て、理学、作業、言語聴覚
の各療法及び心理指導等による訓練、指導等の療育
に結びつけられるようにする。
　また、発達相談支援体制の円滑な実施にむけ、特別
支援教育相談センター、発達障害者支援センターとの
連携を強化する。

C

　診療体制については、診療・検査ともにほぼ予約状況にあわせて実施され
た。
　「出張カンファレンス」については、依頼先の要望に応じ専門職の日程調整等
を早めに行うなど、依頼に対し計画的に実施できた。

　「出張カンファレンス」は幼稚園・保育園等か
らの依頼により、クラス運営等のアドバイスに
出向く事業で、対象はひまわり学園未利用児
であり、既利用児に対する個別的なアドバイ
スは別の事業で実施していることから、｢出張
カンファレンス」の目的や内容について幼稚
園・保育園等へ更に周知し、依頼に対し確実
に実施していく。

　「出張カンファレンス」については、幼稚園・保育園等の職員を
対象とする施設見学会や療育講座等においてその周知を図り、
併せて周知促進及び障害への理解のための刊行物の原案の
作成を行う。

ウ

子ども未来局 ひまわり学園
総務課

202

発達障害者
（児）に対す
る支援の充
実

　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
進める。

　乳幼児期からの早期発見、早期支援、学校教育に
おける支援、就労、社会参加への支援など、各ライフ
ステージに応じた一貫した支援体制を整備し、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
るようにする。

A

　体制整備検討委員会を3回開催し、乳幼児健診、保健センター及び療育セン
ターなど主に乳幼児支援のあり方について検討を行い、報告書の作成を行っ
た。
　また、発達障害を含めさまざまな方に効果のあるスヌーズレンについて市民
向けの講演会を開催し、理解啓発に努めた。

　発達障害児者の家族支援を充実させるた
め、保護者からの相談に応じる先輩保護者
（ペアレントメンター）養成事業の一層の定着
を図る。

　親の会のほか特別支援学校PTAや通級指導教室利用の保護
者等も含め、ペアレントメンター養成研修受講希望者の呼びか
けの拡大を図る
　研修や面談を通じて事業についての正しい理解を深め、受講
希望者の知識や能力の向上を図る

ウ

保健福祉局 障害福祉課

203

幼稚園・保
育所への支
援

　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・保育園における発達障害児支援の連携体
制や、職員の理解啓発・研修のありかたについて、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・検証を進める。

　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、各関係機関と連携し
施策の充実を図る。

A

　体制整備検討委員会を3回開催し、乳幼児健診、保健センター及び療育セン
ターなど主に乳幼児支援のあり方について検討を行い、報告書の作成を行っ
た。
　また、発達障害を持つ子どもを含めさまざまな方に効果のあるスヌーズレンに
ついて市民や幼稚園・保育所等支援者向けの講演会を開催し、理解啓発に努
めた。

　乳幼児支援のあり方についての報告書の
中で言及された連携、支援のあり方について
各担当課において具体的な検討を深めていく
必要がある。

　幼稚園や保育所職員に対する理解啓発を深めるとともに、必
要に応じて発達障害者支援体制整備検討委員会において、連
携、支援のあり方について検討していく。

ウ

保健福祉局 障害福祉課

204

障害児（者）
生活サポー
ト事業の充
実

　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する。

　平成２５年度中に障害者自立支援法が廃止となり、
新たな総合福祉法が制定されたため、法で定める
サービスの内容との兼合いを踏まえ、在宅の障害児
（者）が真に必要としているサービスを利用できる制度
とする。

B

　延利用時間数は減少しているが、類似した内容の法定サービス（移動支援事
業）の利用を促したためであり、多様なかたちでサービスの実施を図った。

　引き続き、支援が必要な方で、法定サービ
スの支援が受けられない方については、本事
業でのサービスを利用できるよう、適正な執
行管理に努める。

　引き続き、障害者総合支援法の障害者サービスや地域生活
支援事業で受けられるサービスについてはその利用を推進し、
それらのサービスでは対応できないものについては生活サポー
トで提供するなど、事業のあり方や内容を整備した上で、既存
の登録団体を活用し提供体制を整えていく。

ウ

保健福祉局 障害福祉課

205

特別児童扶
養手当の給
付

　在宅で一定以上の障害を有する20歳未満の児童の保
護者に対し、手当を支給する制度。ただしさいたま市で
は申請受付事務を行い、埼玉県にて手当を支給してい
る。

　引き続き埼玉県と連携し、適切な支給が行われるこ
と。

A

　法令に基づいており、制度に変更は無い。
　周知の徹底により、受給登録される対象者は微増した。

　引き続き、埼玉県と連携し、周知を行う。
　事務処理について、正確かつ速やかに行
い、認定に遅延過誤が生じないようにする。

　県と連携し、周知と事務処理を行っていく。

ウ

保健福祉局 障害福祉課

206

障害児福祉
手当の給付

　在宅で一定以上の障害を有する20歳未満の児童に対
し、手当を支給する制度。

　引き続き、適切な支給が行われること。

A

　法令に基づいており、制度に変更は無い。
　障害者人口の増加と周知の徹底により、受給登録される障害児は微増した。

 年度後半に埼玉県により支給事務に係る助
言指導が行われる。
引き続き常に適切な事務を行う。また対象者
への周知に努める。

　引き続き、速やかな事務処理と周知に努める。

ウ

保健福祉局 障害福祉課

207

特別支援教
育推進事業

　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、「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
る。

　市立ひまわり特別支援学校の整備
　学級等支援員の全校配置
　特別支援学級設置校６２校以上
　発達障害・情緒障害通級指導教室設置校９校以上

A

　しあわせ倍増プラン２００９に基づき、特別支援学級を小学校3校、中学校2校
に設置できた。また、発達障害・情緒障害通級指導教室を中学校１校に設置し
た。

　児童生徒の必要に応じて、各学校の状況を
踏まえて、特別支援学級を新設する。

　特別支援学級については、「第２次さいたま市特別支援教育
推進計画」に基づいて、障害のある児童生徒の必要に応じて設
置を進める。 ウ

教育委員会
事務局

指導2課

208

発達障害者
支援セン
ターの整備・
充実

　平成17年４月の「発達障害者支援法」の施行及び「発
達障害者支援体制整備検討委員会」での検討を踏ま
え、平成２１年１０月１日障害者総合支援センター内に
「発達障害者支援センター」を開設。教育、福祉、保健、
医療、労働、司法等の関係する機関と連携のもと、発達
障害者（児）及びその家族、支援者からの相談に応じ、
豊かな地域生活の実現を目指し支援を行う。

　これまで相談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）に特有な諸問題や二次障害
の対応を図り、相談支援を充実させる。また、そのた
めの適切で効果的な面接技法及び支援ツールを開発
する。普及・啓発活動としては、ＨＰの立ち上げや研修
会を通し、知識や情報の発信を行う。その他、連絡協
議会の開催を通し、地域支援体制を強化しながら、同
時に活用出来る社会資源（法人、施設、企業、その他
小集団活動の場）を開拓する。

A

　平成24年度に引き続き一次相談窓口の充実を図るため、支援者向け研修会
の開催に力を注いだ。また、連絡協議会にワーキンググループを立ち上げるな
ど、地域支援体制の構築にも一層努力した。さらに、関係機関に足を運んでの
事例検討など、地域に対する丁寧な繋ぎを心がけていった。こうした一連の取
組が、昨年度の事業成果につながったものと考える。

　重篤な二次障害に苦しみ、地域社会への参
加や就労を果たせず、やむなく在宅生活を送
る成人期発達障害者の現状を鑑み、その人
らしい地域生活（社会参加及び就労）の実現
のため、ステップを踏んだ取組の場及び有効
な支援プログラムを提供していく。また、二次
障害予防のための支援を整備していく。

　発達障害者に特化された居場所・日中体験活動の場を創出
する。
　二次障害の発症と関連の深い思春期支援体制の見直しを行
う。

エ

保健福祉局 障害者総合
支援
センター



事業評価表　【基本目標５　安心して子育てができる生活・都市環境づくり】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課

209

市民・関係
事業者の意
識啓発の推
進

　だれもが心豊かに暮らすことのできる都市の実現を目
指し、平成１６年に「さいたま市だれもが住みよい福祉の
まちづくり条例」を制定したが、その総合的、計画的な進
行のため、「さいたま市福祉のまちづくり推進指針」に基
づき、さいたま市福祉のまちづくり推進協議会及びモデ
ル地区推進部会において、道路や鉄道等のハード面と
人と人との支えあいのあり方などソフト面が一体となった
福祉のまちづくりの啓発推進をする。

　だれもが心豊かに暮らすことのできる都市の実現を
目指し、ハード面とソフト面が一体となった福祉のまち
づくりの推進が広く普及され浸透している。

A

　今回は、岩槻区にある岩槻中学校において、「まち歩き学習」を行った。
重度障害の方に参加をしていただいたり、知的障害者本人とのふれあいを通し
て、生徒と大人たちが一体となって、福祉のまちづくりについて学び合うことがで
きた。

　中学校のカリキュラムの関係もあり、短時間
での学習となってしまった。学校との意思疎
通を図りながら、生徒の事前学習を充実さ
せ、本番に臨めるよう取り組みを強化する。

　これまでの成果を反映させ、さらに発展的な取り組みをし、総
合的な啓発を推進していく。

ウ

保健福祉局 福祉総務課

210

子育てや子
どもに配慮し
た施設の整
備

　公共建築物・道路・公園などこれからの公共施設の整
備は、ユニバーサルデザインの視点から進める。また、
既存施設についても、可能な限りバリアフリー化に努め
ていく。

　公共施設を中心とする施設のバリアフリー化を推進
し、庁内で総合的に検討、連携して整備反映を図って
いく。

B

　基準整備マニュアルによる整備基準を示し、バリアフリー整備推進を促した。
また、「障害者用駐車場の適正利用」と「視覚障害者誘導用ブロック上の迷惑駐
輪防止」ついて、公立施設や市内の民間施設に出向き、本事業の趣旨を説明
し、啓発ポスターの掲示等の啓発活動を行った。塙保己一学園とのタイアップ
事業も実施した。
　平成２４年度から、両事業とも対象範囲を広げたことにより、目標値及び実績
の修正を行った。

　公共施設を中心とする施設のバリアフリー
化を推進し、庁内で総合的に検討、連携して
整備反映を図っていく。

　公共施設を中心とする施設のバリアフリー化を推進し、庁内で
総合的に検討、連携して整備反映を図っていく。

ウ

保健福祉局 福祉総務課

211

交通バリア
フリー法関
連事業の推
進

　鉄道駅舎の改札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う。

　市内鉄道駅のうち、橋上化等によるバリアフリー化を
除く20駅のバリアフリー化を図る。

B

　北浦和駅西口エレベーターの供用を開始した。
　東大宮駅東口エレベーターの設置工事に着手した。
　南浦和駅東西口エレベーターの実施設計に着手した。

　東大宮駅東口（平成26年9月末供用開始予
定）及び南浦和駅東西口が未整備となってい
る。

　順次バリアフリー化を進めていく。

ウ

都市局 交通政策課

213

街区公園の
整備

　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する。

　都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不足す
る地域を重点に、歩いて行ける身近な公園の整備を
進め、身近な公園整備率を平成２５年度末までに８８．
２％を目標とする。（新実施計画等での指標が平成２５
年度末のため）

B

　身近な都市公園の整備を進めており公園数は増加しているものの、公園空白
地域は既成市街地に多いことから用地確保が困難であるため。

　公園空白地域における用地及び財源確保
が必要になる。

　民有地の活用を踏まえた公園整備計画を策定するとともに、
用地取得だけでなく、市有未利用地や借地制度の活用、土地
区画整理事業などによる公園整備を進め、公園整備費の縮減
を図りつつ、公園空白地域の解消を図る。

ウ

都市局 都市公園課

214

身近な公園・
広場の整備

　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
る。

　都市公園を補完する民間児童遊園地において、遊
具等の劣化などに対して補助金の助成を行い、自治
会等と協力し、安心・安全な施設の維持に努め、地域
のニーズに沿った事業を行う。

C

　民間児童遊園地管理者と連携を図り、必要箇所において修繕を公園施設の
修繕を行った。

　旧市時代に開設した民間児童遊園地が多
く、施設の老朽化が見られる。

　管理者と連絡調整を密に図るとともに、補助金制度を活用して
計画的な施設の維持管理に努める。

ウ

都市局 都市公園課

216

市営住宅建
替え事業

　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す。

　市営住宅等長寿命化計画の策定において、建替団
地についての位置づけを行ない、建替団地の計画が
具体化する中で、福祉施設の併設等を検討する。

A

　(仮称)市営浮谷グランド住宅建設について、福祉施設併設の検討を行い作成
した基本・実施設計に基づき、建設工事に着手することができた。

　福祉施設の併設について、引き続き関係所
管と協議を行う必要がある。

　福祉施設の併設について、引き続き関係所管と協議を行う。

ウ

建設局 住宅課

所管事業
番号

事業名 事業概要 計画終了時の目標
目標達成状況と課題 今後の展開

評価



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課
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少人数指導
の充実

　スクールアシスタントの配置により、市立小・中学校に
おける基礎学力の向上ときめ細かな指導の充実、児童
生徒一人ひとりの理解や習熟度に応じた指導の充実を
図る。

　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など指導の充実を図
る。そのために、資質・能力の高いスクールアシスタン
トの確保を図るとともに、複数配置など一層の充実に
努める。

B

　平成26年度から、少人数指導等支援員、学級等支援員、日本人英会話講師
（JAT）等、７つの補助要員を発展統合したスクールアシスタントとするため、勤
務条件や教員免許を持つ方の採用等、採用のシステムを変更した。そのため、
従来の学校からの継続希望についての調査が変更された。

　人材が乏しい中、学校の希望ニーズにそっ
た、資質・能力の高いスクールアシスタントの
確保が課題である。試験周知期間と応募期
間をできるだけ長くし、多くの応募者を募る。

　一人でも多くの方に事業を知っていただき資質・能力の高い人
材を集めるべく、年間を通して、スクールアシスタントの登録募
集を行う。その際、市報・市ホームページを活用する。
　また、大学説明会などでの臨時的任用教員募集採用活動時
にも広報活動を行う。
　さらに、他課の担当者と連絡・連携を密にする。

ウ

教育委員会 教職員課

218

環境教育・
学習の推進

　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
る。

　市内小中学校・特別支援学校（計178校）１校あたり
平均10点以上の標語・ポスター作品応募

B

　同時期に作品募集を行うコンクールが増加したことなどにより、当コンクール
への参加校が減少し、結果として全体の応募作品数が減少したため、目標値を
下回った。

　対象の児童・生徒が年度ごとに入れ替わる
ため、目標値以上の事業規模を維持すること
を重視する。事業の推進にあたっては、学校
に児童・生徒への環境教育の必要性を認識し
てもらい、より多くの小・中学校の協力を得る
ことが必要である。

　「さいたま市環境教育基本方針」の考え方を基に、教育委員会
等関係部門との連携を深めるとともに、学校への周知の機会を
増やすことにより、環境教育の一環として活用しやすい事業とし
ていく。 ウ

環境局 環境総務課

219

国際教育・
交流事業

　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する。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す。

　小・中一貫『潤いの時間』「英会話」、市立中学校国
際交流事業、国際理解教育の推進、特色ある外国語
教育の推進、帰国児童生徒・外国人児童生徒の受入
体制の充実の５つの事業のすべてが年間目標を達成
する。

B

　国際交流事業、国際理解教育の推進、受入体制の充実の３事業は、それぞ
れの事業を通して、子どもたちや国際教育主任の資質が向上し、十分に目標を
達成することができた。一方、「英会話」、外国語教育の推進の２事業について
は、ＡＬＴの参加授業時数が足りなかったため、目標を達成することができな
かった。

　５つの事業のうち、小・中一貫『潤いの時間』
「英会話」及び特色ある外国語教育の推進の
２つの事業については、ＡＬＴの参加授業時数
が目標レベルに達するまでに差があるため、
ＡＬＴのさらなる活用に向けた推進体制を今後
整える。

　各事業の進捗状況を把握しながら、担当係全体で支援体制を
整え、各事業の目標達成を図る。

ウ

教育委員会 指導１課

220

情報教育の
充実

　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、委員会、コンピュータ整備等で
学校におけるICTの活用を支援する。

　教職員がICTを授業に活用できるようにするため、情
報活用能力の向上を図る。

A

　研修会実施後の受講者対象アンケートの結果は目標を達成しており、文部科
学省の調査結果等を含めて考えても、教職員のＩＣＴ活用指導力は向上してい
ると考えられる。
　平成24年度に校内ＬＡＮ等の環境整備が完了したことで、各学校において、デ
ジタル教材や実物投影機を中心に積極的な活用が図られるとともに、ＩＣＴを効
果的に活用した指導力の向上や教職員研修の充実を図った。

　児童生徒の情報活用能力を育成するため
に、教職員一人ひとりのＩＣＴ活用指導力の更
なる向上を図る。

　授業等で教職員がＩＣＴを効果的に活用するために、研修内容
の随時見直しを行っていく。研究指定校及びＩＣＴ活用研究委員
会での成果を周知するとともに、校内ＬＡＮ機器等の入れ替え時
に、具体的な活用事例の情報提供を行うことで、教職員のＩＣＴ
活用指導力の一層の向上を図る。また、最新の機器やソフト
ウェアについて研究し、ＩＣＴ環境の整備を進め、一層の活用推
進を図る。

ウ

教育委員会 教育研究所

221

メディアリテ
ラシー教育
推進事業

　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る。
　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す
る。

　「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、児童・生徒のメディアリテ
ラシーを高める。

A

　 「携帯・インターネット安全教室」は「携帯・ネットアドバイザー」を務める企業及
び埼玉県警察の職員の協力を得て、計画通り実施している。
　また、スマートフォンやメッセンジャーアプリなど、児童生徒の間でよく利用され
ている機器等についての指導内容を加えることで、児童生徒の理解を深めるこ
とができた。
　さらに、「携帯・インターネット安全教室」への保護者の参加を積極的に呼び掛
け、2,762名の保護者が参加した。

　中学校に加え、小学校でも埼玉県警察の職
員が講師となる「携帯・インターネット安全教
室」を実施し、メディアリテラシー教育の充実
を図る。また、「携帯・ネットアドバイザー」の委
嘱先を拡大し、より社会状況の変化を見据
え、学校や児童生徒の実態に沿った内容で
実施できる環境を整える。

　埼玉県警察の職員が講師となる「携帯・インターネット安全教
室」について、希望により小学校でも実施ができるようにする。
また、「携帯・ネットアドバイザー」の委嘱先を拡大し、より社会
状況の変化を見据え、学校や児童生徒の実態に沿った内容で
実施できるよう環境を整える。 ウ

教育委員会 教育研究所

222

教育相談・
相談室運営
事業

　全市立中学校にスクールカウンセラーとさわやか相談
員を配置するとともに、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、いつでも相談に
応じられる体制を整え、心の悩みや不安を解消する。

　小学校専任のさわやか相談員の市立中学校への配
置と併せ市立高校へさわやか相談員を配置する。

A

　目標は、達成した。
　さわやか相談室の定着に伴い、延べ相談件数が増加した。

　医療や福祉等、他機関との連携による支援
が必要な相談が増加している。

　スクールカウンセラースーパーバイザーの学校訪問や研修等
によりスクールカウンセラーやさわやか相談員の資質の向上を
図るとともに、それぞれの役割を活かした相談活動を充実させ
る。

ウ

教育委員会 指導２課

223

小・中一貫
「潤いの時
間」の展開

　小・中一貫したカリキュラムの下、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
を育成する。

　１学級当たり、年間授業実施時間数を２９時間とす
る。

　＊文部科学省依頼調査のさいたま市英語教育改善
実施状況調査（中学校）集計による。
　　　　＜参考＞
　　　　　　　Ｈ１９年度実績　２４．５
　　　　　　　Ｈ２０年度実績　２８．２

B

　(a)効果的な「英会話」の授業の実施及びカリキュラムの改訂に当たり、十分な
時間を確保する必要があったため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の必修外国語（英
語）科への参加授業時数について、目標を達成することができなかった。
　(b)全市立小・中学校（１６０校）において、本市独自のカリキュラムに基づいた
小・中一貫「英会話」の授業を実施することができた。

　現在、国際社会で活躍できるグローバル人
材の育成がますます強く求められている中、
さらに高水準の「英会話」の授業が、全ての
市立小・中学校で実施できるようにすることが
課題である。

　小・中一貫「英会話」カリキュラムの内容を、さらに工夫改善す
るとともに指導者の指導力向上を図るための研修会を充実させ
る。
　「英会話」と英語科との連携、各教科等との連携、小・中学校
の連携を充実させる研究を進め、全市立小・中学校に提案して
いく。
　各学校における外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用時間がさらに
増加するように、指導計画の工夫改善について指導・助言を行
う。

ウ

教育委員会 指導１課

224

心の教育推
進計画「子ど
も潤いプラ
ン」の推進

　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」及び「子ども潤いプラン推進協議会」を設置し、
様々な立場の方からの意見を参考にするとともに、学
校・家庭・地域社会等へ子ども潤いプランの啓発を図
る。

　より、多くの人が、より多くの機会・場面を捉え、とも
に連携しながら、さいたま市の子どもたちに「自他を尊
重する心」「正義を愛する心」「感動する心」を培う体制
をつくる。 A

　「子ども潤いプラン」のアクションプログラムの見直しを図った。また「心を潤す
４つの言葉」推進ポスターを各小・中・高等・特別支援学校や関係機関・団体に
配布し、周知を図った。
　「子ども潤いプラン」の検証及び様々な立場の方からの意見、国の動向や市
の実態も含め、様々な立場の方々の意見を参考にし、来年度に向けて改訂を
行った。

　学校、家庭、地域、行政が、それぞれの教
育機能を十分に発揮するとともに、連携を密
にして、本市の未来を担う子ども達に「豊かな
人間性」を育むことができるよう、生徒指導の
総合的・計画的なプラン「さいたま市生徒指導
総合計画～子ども輝きプラン～」により、子ど
もたちの健全育成に取り組む。

　「子ども輝きプラン」において、４つの基本施策に基づき、３８
のアクションプログラムを展開し、子どもたちに、「豊かな心」「自
発性」「自律性」「自主性」の「一つの心と四つの力」を育成する。

ウ

教育委員会 指導2課

225

ライフステー
ジに応じた
学習機会の
提供

　「さいたま市生涯学習推進計画」に基づき、子育て期、
青年期など、人生の各時期や学習段階に合わせた講座
などを、関係各課と連携して実施する。

　関係各課と連携して学習機会のより一層の拡充を図
るとともに、単なる学習だけではなく、学習した成果を
生かせる事業の実施を推進する。 B

　「さいたま市生涯学習推進計画」に関連する事業については年度ごとの進行
管理を行っており、実施状況については概ね達成できている。

　様々な世代や生活状況などのライフステー
ジに応じた学習機会の拡充が課題となってい
るが、地域・家庭の教育力低下が指摘される
中、特に子育て期の学習支援は必要性が高
い。

　「ライフステージに応じた学習機会の提供」を第２次さいたま市
生涯学習推進計画（平成26年3月策定）の基本施策の一つに位
置づけるなど、関係各課と連携して学習機会の充実を図る。 ウ

教育委員会 生涯学習振
興課

309

生活保護学
習支援事業

　市内８ヶ所の公共施設や民間施設を会場として、被保
護世帯の原則中学生を対象に、学習支援教室を開催す
る。また、事業参加生徒や生徒の保護者に対し、進路相
談等を実施する。

　学習支援事業への参加を通じ、高校進学率の向上
だけでなく、高校進学後の中退を防止し、就職へ向け
た基礎を築く等、大人になって再び生活保護を受給す
るという「貧困の連鎖」を防止するとともに、子どもの健
全育成に寄与する。

A

　学習支援教室の開催会場を　5か所から7か所へと2か所増設して利用者の利
便性を高めたことや、家庭訪問等により、中学生本人やその親に対して働きか
けを行い、利用者数の増加に努めたため。

　より多くの被保護世帯の支援をできるよう、
学習支援教室への参加率の向上が必要。
　また、平成２７年度から、本事業の実施が緊
急雇用創出基金における「社会的な居場所づ
くり支援事業」から、生活困窮者自立支援法
における「生活困窮者である子どもに対し学
習の援助を行う事業」に変更されるため、変
更後も円滑に事業を実施できるよう体制を整
備することが必要。

　学習支援教室への参加申込の無い世帯や、申込後に参加の
無い世帯に対してアウトリーチを行い、学習支援教室への参加
を促す。
　被保護世帯以外の生活困窮者への支援の拡大や学習支援
教室での支援方法等、事業の実施方法について検討を行う。

ウ

保健福祉局 保護課

227-1

過大規模校
解消事業

　過大規模校の解消を図るため、教育委員会内に設置
した過大規模校解消プロジェクト会議を通じて、各学校
の地域の特性や周辺環境、児童数の推移等を勘案し、
それぞれの学校に最も適した対応策を調査・検討する。

　過大規模校の減少

A

　三橋小の過大規模が解消したものの、新たに沼影小、大成小、内谷中が過大
規模校となり、市内の過大規模校が６校となった。過大規模校の解消に取り組
むべく、過大規模校解消プロジェクト会議及びワーキンググループ会議を例年
より１回多い合計７回開催し、調査・検討を行った。

　今年度、沼影小の過大規模が解消したもの
の、新たに栄和小が過大規模校となり、市内
の過大規模校は昨年度と同じ６校となった。
引き続き、過大規模校解消プロジェクト会議
及びワーキンググループ会議を通して、解消
に向けた調査・検討を行っていく。

　過大規模校が住宅密集地に所在しているため、分離新設の
ための用地の確保が困難である。過大規模校解消プロジェクト
会議及びワーキンググループ会議を通して、他の有効な解消方
法が取れるかどうかを調査・検討していく。 ウ

教育委員会 教育総務課

227-2

過大規模校
解消事業

　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。

　美園小学校開校（平成２４年度）
　大和田地区新設小学校建設計画推進

A

　大和田特定土地区画整理事業の進捗が遅れており、そのため学校建設予定
地の造成も大幅に遅れている状況である。それを踏まえ、大和田地区新設校の
建設時期について検討を行った。

   大和田地区新設校は、学校建設予定に
なっている大和田特定土地区画整理事業の
事業進捗に合わせて、新設小学校の建設時
期を検討することになる。

　大和田地区新設校については、土地区画整理事業の進捗状
況及び大砂土東小学校の児童数の推移を注視し、適切な対応
をとる。

ウ

教育委員会 学校施設課
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事業評価表　【基本目標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】
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228

学校施設改
修等推進事
業

  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、計画的に耐震補強
工事を進める。また、武道場未設置の中学校で武道場
整備を進める。

　安心で安全な学校施設を整備するため、全市立小・
中・高等学校の耐震化を完了する。
　武道場未設置校に武道場を設置する。

B

　耐震化のための工事が予定どおり実施され、平成２４年度末までにすべての
校舎・体育館の構造体の耐震化が完了した。武道場の整備については、耐震
化を優先して進めていたことから平成２５年度に整備を行うことができなかった。

　学校施設は児童、生徒が一日の大半を過
ごす場であり、災害時には住民の避難場所と
もなるため、構造体の耐震化が完了後も引き
続き非構造部材の耐震化を進め、安全性を
確保する必要がある。
　武道場の整備については、事業計画を策定
する。

　関係所管と緊密な連携を図り、事業を推進する。

ウ

教育委員会 学校施設課

229-1

学校図書館
の充実

　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す
る。
　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
を図る。

　児童・生徒及び学校図書館司書にとって使いやすい
図書館コンピュータを整備する。
　学校図書館司書支援ページの更新を継続し、充実さ
せることにより学校図書館司書を支援する。 A

　平成２５年度で全ての市立小・中・特別支援学校（１６２校）のセンターサーバ
化が完了し、「LB＠SCHOOL」のみでの運用となった。それに伴い、学校図書館
司書支援ページについて、マニュアルの大幅なリニューアルを平成２５年度末
に行った。

　学校図書館司書支援ページについては、掲
載すべき情報を整理し、さらに見やすくするな
ど、充実を図る必要がある。

　学校図書館司書支援ページについては、平成２５年度の大幅
リニューアルの成果を生かしつつ、より利用者に使いやすくする
ための更新作業を随時行う。

ウ

教育委員会 教育研究所

229-2

学校図書館
の充実

　市立小・中学校における児童・生徒の読書活動を推進
するため、読み聞かせや学習情報の収集・活用を支援
し、学校図書館を計画的に活用した多様な指導の展開
を図る。

　全市立小・中学校への学校図書館司書の配置を維
持し、学校図書館の充実と児童・生徒の読書に対する
興味関心を高める。

A

　本市は、読書好きな児童・生徒の割合が全国や大都市の平均よりも高くなっ
ている。また、前年度と比較しても読書好きの児童・生徒が増加している。この
ことは、本市が平成１９年度より全市立小・中学校に学校図書館司書を配置し、
各学校で読書活動推進が図られていることと、学校図書館司書を対象とした研
修や公共図書館等との連携が充実してきていることの成果と考えられる。(a)に
関しては、達成率の上昇が見受けられる。これは、図書館司書一人ひとりが各
校での読書活動推進に向け努力していること、他の職員と協力して職務にあ
たっていることの表れととらえている。

　全国学力・学習状況調査の本市調査結果
から、読書が好きな児童・生徒ほど、教科の
正答率が高い傾向にある。今後も、「子ども読
書活動」の一層の推進を図るべく、優秀な学
校図書館司書の確保と全校配置の継続及
び、資質の向上を図る研修等の工夫が課題
である。

　優秀な学校図書館司書を確保するために、資格取得可能な
大学等学校機関への周知、市広報やホームページでの広報活
動等を充実させる。また、指導１課や教育研究所等と連携を図
り、継続希望者へのより充実した研修内容の工夫・改善を図
る。 ウ

教育委員会 教職員課

230
学校給食施
設整備事業

　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する。

　全市立小・中学校（１６０校）に単独校調理場を整備
する。 B

　小学校６校・中学校２校の建設工事が完了した。また、予定通り平成２５・２６
年度継続事業である小学校２校・中学校１校の建設工事に着手した。

　平成２５年度に着工した建設工事を引き続
き進捗させることが必要である。

　建設局等の関連部署との連携を図るとともに、学校運営に支
障のないよう工程の調整を行うことにより、計画通り整備が完了
するよう進行管理を行う。

ウ
教育委員会 学校施設課

231

中高一貫教
育の推進

　中高一貫教育の中間検証と評価を行い、学校教育計
画に基づいた質の高い中高一貫教育を推進する。

　中高一貫教育の理念に基づき生徒、保護者、市民
の期待に応えた教育を実践する。
　浦和中学校で実践した教育の成果を、市内他の中
学校へ普及する。

A

　市内103校中97校の小学校から出願があり、10区のすべてから出願されてい
ることから、中高一貫教育の機会を広く提供することができた。また、浦和中学
校が独自開発した数学教材データや協働学習ソフトをいつでも活用できるよう
整備した。活用マニュアルや研究紀要を作成し、すべての市立中学校に配付し
た。

　市立浦和中学校・高等学校においては、中
高一貫教育に係る教育課程の特例を活かし
た６年間を見通した教育課程の工夫と、生
徒・保護者のニーズに応じた授業を一層工夫
する必要がある。
　また、同校の中高一貫教育の成果検証を踏
まえ、本市における今後の中高一貫教育のさ
らなる充実に向けて、中等教育学校の設置を
推進する必要がある。

　中学校と高等学校が併設している環境を十分に活かした教育
を展開し、高等学校教員のもつ教科・領域の専門性を中学校の
授業で活かすなど、中学校と高等学校の教員の積極的な交流
を図る。
　また、今年度中に中等教育学校の設置に向けた基本計画を
策定する。

エ

教育委員会 高校教育課

232

「さいたま教
育コラボレー
ション構想」
の推進

　大学と連携し、学生による児童生徒への学習支援など
の教育ボランティア活動や大学教授等を講師とした教育
研修会、学生へのキャリア教育などを実施し、教員の資
質向上と学校教育の充実を図る。

　配置を希望するすべての小・中・特別支援学校等に
アシスタントティーチャーを配置する。

B

　埼玉大学（５８名）、埼玉大学以外の大学生（６９名）による学習支援ボランティ
ア（アシスタントティーチャー）は年々減少しているが、配置校を工夫することで
市立小・中・特別支援学校等１１９校に配置した。

　現在１２２校がアシスタントティーチャーの配
置を希望しているが、希望校すべてには配置
できていない状況である。今後、すべての希
望校に配置するにあたり、大学生の人数確保
が課題である。

　アシスタントティーチャーを希望する学生を増やすために、市
内及び近隣の大学を中心に広報活動を行っていく。また、学生
が有意義なボランティア活動を行えるように、各学校に大学生
に対する支援を十分に行ってもらえるように依頼していく。

ウ

教育委員会 指導1課

233

夢工房　未
来（みら）くる
先生　ふれ
愛推進事業

　子どもの好奇心を伸ばすとともに、郷土愛や望ましい
勤労観・職業観を育むため、プロのスポーツ選手やアー
ティストなどによる授業を実施する「夢工房　未来（みら）
くる先生　ふれ愛推進事業」を市立幼稚園・小・中・特別
支援学校で実施する。

　すべての市立幼稚園・小・中・特別支援学校で実施
するとともに、教育委員会が作成する講師リストを８０
人にしていく。 B

　「夢工房　未来（みら）くる先生　ふれ愛推進事業」の実施要領や市にゆかりの
ある人を中心とした講師リスト（54名）を作成することができた。また、プロのス
ポーツ選手やアーティストなどによる講話や体験的活動を取り入れた授業など
を１６３校で実施することができた。

　全ての市立幼稚園・小・中・特別支援学校で
実施する。各学校の幅広い要望に応じられる
ようにするため、多くの分野の講師の人数を
増やすことが課題である。

　幅広い分野の講師の人数を増やすために、多方面から情報
提供を受け、新規の講師を開拓していく。

ウ

教育委員会 指導1課

234-1

地域に開か
れた学校運
営事業

　学校が家庭･地域と一体となって、子どもの健やかな成
長を図り、地域に開かれた学校づくりを一層推進していく
ために、保護者や地域住民の声を生かすことにより学校
運営の改善に資する事業である。学校評議員はさいた
ま市立小・中・高等・特別支援学校に置かれ、校長の求
めに応じて意見を述べることができる。学校関係者評価
委員は、学校評価に対して意見を述べることができる。

　市内すべての学校において学校評価及び学校関係
者評価を実施する。

A

　学校評価システムの運用、及び活用の仕組みが整備され、目標を達成するこ
とができた。
　市内各学校の学校評価担当者を対象に、学校評価研修会を開催（平成２５年
11月実施）することで、学校評価システムの改善充実を図った。

　評価の充実のため、より効率的で効果的な
評価のあり方を検討する。

　学校評価研修会を通じ、評価項目の重点化や学校評議員・学
校関係者評価委員のそれぞれの立場を生かした評価の役割分
担等の先進的事例の発表、関連する講演を行い、各学校に伝
達する。

ウ

教育委員会 指導１課

234-2

地域に開か
れた学校運
営事業

　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・
特別支援学校に配置し、学校・家庭・地域の連携を強化
するとともに、学校を支援するボランティアなどの取組を
さらに発展させるため、学校地域連携コーディネーター
を中心に、防犯ボランティア、図書ボランティアなどから
なるスクールサポートネットワークを学校ごとに構築す
る。

　すべての市立小・中・特別支援学校（１６２校）で、ス
クールサポートネットワークを構築する。

A

　全ての市立小・中・特別支援学校にスクールサポートネットワーク（ＳＳＮ）の中
心的な役割を担う職員として、学校地域連携コーディネーターを引き続き配置し
た。また、全ての市立小・中・特別支援学校では、各学校と地域の実情に応じ、
学校支援ボランティア等による学校支援活動が展開された。

　学校支援活動の充実を図るために、学校支
援ボランティアの確保を進めるとともに、各学
校での取組を共有できる体制を整える必要が
ある。また、継続した取組ができるようにする
ため、学校地域連携コーディネーターを安定
的に確保することが必要である。

　各学校の特色ある取組を広報紙等で紹介するなど、広報活動
を充実させるとともに、学校地域連携コーディネーターの情報交
換会を活用し、効果的な取組を共有できるようにする。また、学
校地域連携コーディネーター登録者の確保にあたり、地域の意
欲的な人材の発掘に努めていく。 ウ

教育委員会 生涯学習振
興課

235

部活動指導
員派遣事業

　市立小・中・高等学校において、地域の人材を活用し、
運動部・文化部に対して専門性を有する指導員を派遣
し、活動の充実を図る。

　部活動指導員を希望する全ての市立小・中・高等学
校に、部活動指導員を派遣する。

B

　予定した指導実施回数を下回った指導員が予想より多くいた。
（小学校文化部の上限が１０回、中・高等学校の運動部・文化部の上限が３０回
である。）

　それぞれの指導員が、上限回数（小学校文
化部１０回、中・高等学校３０回）で指導できる
ように、各学校の状況を把握し、連絡を徹底
する。

　それぞれの指導員が、上限回数（小学校文化部１０回、中・高
等学校３０回）で指導できるように、中間調査から見通しを立て
る。また、計画的な活動となるよう各学校の実施状況を適宜把
握し、連絡の徹底を図る。
　指導員の希望が多い中学校の実態を踏まえ、指導員の人数
と上限回数のバランスを検討する。（増員すれば上限回数が減
り（謝金の減給）、減員すれば上限回数が増える。）」

ウ

教育委員会 指導１課

236

学校５日制
対応事業

　学校完全5日制に対応した講座等を開催し、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
する。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる、見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　公民館における学校５日制対応事業の実績については、延べ事業回数175
回、延べ参加人数2,837人となった。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター

237

さいたま土
曜チャレンジ
スクール推
進事業

　土曜日等に実施し、希望する児童生徒たちの自主的
な学習（宿題・課題・ものつくり等）をサポートし、学ぶ楽
しさを教え、基礎学力の向上や学習習慣の定着を図る。

　すべての市立小・中学校（１６0校）で、さいたま土曜
チャレンジスクールを実施する。

A

　「放課後チャレンジスクール」と連携を図ることによりチャレンジスクールへの
支援を行った。また、「放課後チャレンジスクール」と本事業は内容が重複するも
のの、今まで別事業として実施してきたが、平成25年度にチャレンジスクールの
一本化に向け検討を行い、平成２６年度から所管課を統一した。なお、平成25
年度から、高等学校４校が事業の対象から外れたため、目標値を変更し、１６０
校とした。

　平成２４年度に全校実施となったが、より充
実した事業とし、参加児童数を増加させるた
めには、当該事業の一層の周知、運営する
人材の充分な確保が課題となる。

　チャレンジスクールの代表者である教室コーディネーターが参
加する運営会議を活性化する。また、実践事例集の作成・活用
をとおして、ボランティア研修会の充実を図ることにより、活動内
容や運営方法の工夫に取り組む。さらに、シルバーバンクとの
連携を進めるとともに、ボランティアシティさいたまＷＥＢを活用
し、各チャレンジスクールにおけるボランティア人材の確保に努
める。

ウ

教育委員会 生涯学習振
興課
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238

認知症サ
ポーター養
成事業

　この事業は、認知症の理解を通して認知症の人やそ
の家族を支える地域を作ることを目的として、地域の団
体や学校等の協力をいただきながら実施している事業
である。市では、この講座の開催に向けた働きかけと講
師となるキャラバン・メイトの派遣調整等を実施してい
る。
　認知症の理解は、人権と福祉の考え方の教育にも繋
がるので、少子高齢社会ではますます重要な課題にな
ると考えられ、小・中学校での開催への働きかけを行っ
ている。

　平成２６年度は、国の「認知症を知り地域をつくる
10ヵ年」の最終年度でもあるため、本市でも、平成２１
年度末に14,191人だった認知症サポーターを平成２６
年度には38,400人に増員することを目標としている。
　このため、平成２６年度末に、市内の１５９箇所の公
立小・中学校のうち、同講座を開催したことのある学
校が半数以上となることを目指す。

C

　平成25年度は新たに小学校４校、中学校２校で開催した。この他、24年度まで
に実施済みの中学校3校において開催。開催した事例について、開催までの手
順、開催方法、開催後の状況等の情報を収集し、市及び地域包括支援センター
で共有したほか、教育委員会を通じて小中学校へ開催を呼びかけた結果、例
年より開催数が増加した。

   小中学校側での受け入れのハードルが高
く、開催のネックとなっている。約1時間30分
の開催時間を要するため、学校側でどの時間
帯に組み込むかが難しいという面もある。ま
た、教育委員会を通じて働きかけを行ったも
のの、それ以外に各学校に直接的に開催を
働きかけるルートがないことも課題である。

　引き続き教育委員会を通じて小中学校に対して本講座の周知
に努めるほか、地域包括支援センターと民生委員など、地域の
つながりのルートを利用して各学校へ直接的に開催を働きかけ
る。

ウ

保健福祉局 高齢福祉課

239

親子対象事
業

　各公民館において、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
と自立心をはぐくむ。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる、見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　公民館における親子対象事業の実績については、延べ事業回数21回、延べ
参加人数522人となった。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター

240

子ども体験
学習支援事
業

　各公民館において、子どもを対象とした講座等を実施
し、子ども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む。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる、見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　公民館における子ども体験学習支援事業の実績については、延べ事業回数
232回、延べ参加人数7,459人となった。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター

241

ロボット工房
への支援

　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する。

　現行の参加者募集型の教室を継続実施するととも
に、ロボット工房実行委員を中心とした大人たちの協
力により、常設工房（定期的な開設）を設置し、ロボッ
トの改造やさらにレベルの高い仕上げなどに興味を
持った子どもたちの要望に応えられるような体制づくり
を図っていく。
　また、事業を通じ、参加者に対して市内ものづくり企
業のＰＲが行われ、意欲ある人材が市内企業へと誘
導され、企業にとっても就職先として選択されるような
状態になっている。
　市としてはこうした状態への誘導役として、この工房
が継続して活動していることを目標とする。

C

　常設工房については、常設するための施設の手配が進まなかった。
　補助金については、経済状況に鑑み県と同程度を維持している。

　利用者の利便性を考慮し、市内各所での開
催に努める。

　ロボット工房については、常設にとらわれない定期的な開設を
続けていく

ウ

経済局 労働政策課

242

少年少女発
明クラブへ
の支援

　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る。

　少年少女発明クラブの参加者たちが、事業を通じて
科学技術やものづくりなどに興味を抱き、進学や就職
時においてより明確な目標をもって進路選択ができる
ような状態に成長していくことが、将来の優秀な産業
人材育成の基礎となる。
　市としてこうした活動に対し継続的に支援が行えて
いることが目標である。

B

　補助金額については、発明クラブ運営費として補助を実施した。
　また25年度については、35名の生徒が参加し、年間を通じて、自由工作やロ
ボット製作等の活動を実施した。

　補助金額について、内容精査の上、適切な
補助金の交付を実施。

　団体との連絡を密にし、産業人材育成事業における施策の方
向性と整合性を図っていく。

ウ

経済局 労働政策課

243

子ども情報
化社会対応
事業

　各公民館でパソコン教室を実施し、人材育成を推進す
ることで、子どもの情報リテラシー向上に資する。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる、見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　地区公民館のパソコン講座において、中学生が講師となって講座受講者に講
義をすることにより、パソコンの知識を深めることができた。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター

316

子どもがつく
るまち事業

　遊びを通して、体力、運動能力、学力、判断力、コミュ
ニケーション力など「子どもに必要な力」を磨くことで、子
どもの自己肯定感を育て、まちづくりへの参画意識を醸
成します。

　子どもの社会参画につながる事業を実施すること
で、将来的な市民のまちづくり参画の機運が高められ
るようにする。あわせて、社会全体で子どもの健やか
な成長を支えあう気運を醸成し、市民・事業者・行政・
学校等が絆で結ばれる地域社会を目指す。

A

　各区展開を推進し、大宮区、見沼区、桜区で実施することができた。 　事業が地域にあまり知られていない。
　子どもたちには大変人気があり、需要に対
応できない。
　担い手となる市内の団体が少ない。

　実施団体の創出を図り、各区と連携を図りながら地域主体で
実施しやすい環境を整える。

ウ

子ども未来局 子育て企画
課

245-1

科学や歴史
に親しむ機
会の充実

　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る。

　さいたま市立小中学校出身の１０歳から１９歳までの
すべての子ども達がプラネタリウムを通した天体学習
を経験し、天文や宇宙、科学技術について学ぶ。 A

　学習利用におけるプラネタリウム投影は、小学校第４学年・中学校第３学年の
学習内容に合わせた番組視聴・星空解説を行い、さらに、実施時期に合わせた
タイムリーな天文現象や宇宙開発の話題を画像等を交えて詳しく解説してい
る。また、各校の児童生徒の質問に答える等、実態に合わせた学習を進めた。
その結果、目標値を上回る満足度を得ることができた。

　学校の教室や理科室では体験できない内
容について、プラネタリウムの学習だけでは
なく、天文分野・科学分野の学習についても
十分な満足を与えられるように、内容につい
て見直していく。

　科学分野の学習効果を高めるため、サイエンスショーについ
ては、学習内容に合わせた実験を紹介するとともに、児童生徒
が興味・関心を高める実験を提示できるように工夫・改善を図
る。

ウ

教育委員会 青少年宇宙
科学館

245-2
科学や歴史
に親しむ機
会の充実

　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る。

　親子で楽しみながら自然や歴史に親しむ体験の場と
して、「子どもわくわく体験講座」を継続して実施する。 B

　天候により中止したり、参加者が少なくなった講座があったため。 　内容を工夫し、魅力ある講座にするととも
に、参加しやすい日程で実施する。

　日程・内容等を更に検討しながら、今後も継続する。
ウ

教育委員会 博物館

245-3

科学や歴史
に親しむ機
会の充実

　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る。

　(a) 博物館を利用した学習の満足度を維持する。
　(b) 小学校の体験学習実施校数を維持する。

A

　昔のくらし体験学習の指導者を育成し、学校要望に対応した受入が可能と
なった。
　内容や実施方法について、職員等の指導にあたる者の技量の向上を図った。

　体験学習の内容や実施方法について、昨
年度から教科書の記述内容を研究したマニュ
アルを用いて研修を実施し、児童が全員同じ
体験ができるよう努めている。今後はさらに魅
力ある充実した体験学習ができるよう工夫す
る必要がある。

　体験学習指導者用マニュアルや参考資料を用いた職員・ボラ
ンティアの研修や意見交換の機会を増やす。

ウ

教育委員会 博物館(浦和
くらしの博物
館民家園)

245-4

科学や歴史
に親しむ機
会の充実

　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る。

　(a) 博物館を利用した学習・講座などの満足度を維
持、向上する。
　(b) 子ども体験学習・講座などの事業件数を維持す
る。

A

　（a）多岐に亘る講座を実施することで、子どもの興味に合うものを選択できる
機会を提供できた。
　（b）新しい取り組みによる講座を開講することで昨年を上回る利用実績を残せ
た。

　（a）引き続き子どもの興味を引く講座を開講
する。
　（b）現在の利用実績の維持に努める。

　（a）昨年度実績を維持しつつ、新たな取り組みとして「遊びと
学び」を融合させた事業を立案する。
　（b）親子講座の実施回数を増やすよう、午前・午後と多様な時
間設定を図る。

ウ

教育委員会 博物館(旧坂
東家住宅見
沼くらしっく館)

246

交流促進事
業

　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
の指針に位置づけ、交流を推進する。

　県立特別支援学校と市立特別支援学校の交流及び
共同学習を希望する全ての児童生徒について、居住
地の小・中学校での交流及び共同学習を実施する。
また、特別支援学級在籍の児童生徒が通常の学級と
の給食などの日常生活で交流及び共同学習を実施す
る。

A

　特別支援教育推進学校訪問等で、啓発活動を行った。研修会等で基本的な
考えや実施方法などの周知を図り、手引きの活用について説明した。

　特別支援学級担当者研修会や特別支援教
育コーディネーター研修会等で、より充実した
交流内容になるように具体的な実践例を示し
ながら、交流及び共同学習がさらに推進され
るように取り組む。

　交流及び共同学習の手引きを活用し、各学校に理念やその
必要性について、周知を図ると共に、手続きや具体例を示すこ
とで、各学校が取り組みやすいようにする。

ウ

教育委員会 指導2課

247-1

子ども造形
ひろば（五反
田会館・三
つ和会館）

　差別のない地域づくりのため、小・中学生を対象とした
子どもたちの創造性を養い、造形活動を楽しみながら参
加者同士の交流を深め、子どもの人権啓発・教育を推進
する。

　より多くの子どもの交流を図るため、参加者人数の
増加を目指す。

A

　集会所だよりへの公募を掲載し、周辺地域の小・中学校への配布や参加者の
兄弟姉妹などに参加を促すなど、より多くの参加者を募集した結果、参加者は
前年度を若干下回ったものの、目標を達成できた。

　本事業は成果が表れにくいものであり、地
域の子どもの人数も年々変化するものである
ことから、参加者の増減に必ずしも影響され
るものとはならないが、今後も継続して事業を
行ううえで、参加者数の増加を図り、子どもの
交流を図りながら仲間づくりをおこなう。

　更なる参加者の増加を図るために、引き続き内容や周知につ
いて、より魅力的・効果的なものとなるよう検討を図る。

ウ

教育委員会 生涯学習振
興課
人権教育推
進室

247-2

子ども造形
ひろば（五反
田会館・三
つ和会館）

　小学生を中心とした子どもたちが工作を行い、想像力
の向上や自立心を育む。また、テーマの内容を工夫する
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て、子どもたちの健全育成を推
進する。

　子ども造形ひろばを通して子どもの創造力を養い、
世代間交流のできる場所として、子どもたちが気軽に
立ち寄れる施設とする。

A

　毎年実施しているため、各家庭や子どもたちに認知されてきた。また毎回異な
るテーマで実施していることも参加者の確保につながっていると考えられる。

　各学校で実施される「土曜チャレンジスクー
ル」の開催時期の重複を避け、講座・教室内
容が同じものとならぬようにして、参加者人数
を確保することが課題となる。

　「土曜チャレンジスクール」と同一の内容にならないようにテー
マを工夫し、また、参加者人数を確保するため、学校と連携を図
る。また、親子での参加や地域の方のボランティア的な参加も
呼びかけ、世代間交流の場としての役割を持たせる。 ウ

総務局 人権政策推
進課
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評価

248

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、将来の幸せを祈念するため、成人
式を実施する。

　市と市民との協働し、地元企業の協賛金を得なが
ら、新成人を市民がこぞって祝福でき、新成人が成人
としての自覚が促される式典になるように体制を整え
ていく。

A

　昨年度は対象者数12,678人に対して9,883人の参加があった。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る。
また協賛金については、前年度から引き続きの企業の他に新規協賛企業を増
やすことができた。

　経済情勢が厳しい中、地元企業からの協賛
をいかにして集めていくか。
経費を削減しつつ、運営・警備面の安全性及
びアトラクションのクオリティをどのように高め
ていけるかが課題。

　協賛金獲得については、より企業が魅力的と感じる効果的な
PR方法を検討する。安全に運営するために、警備・運営体制に
重点を置く。 ウ

子ども未来局 青少年育成
課

249

青少年の主
張大会

　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、実施する。

　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。
　また、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。

C

　各学校に配付する募集の期間が短かったために、応募数が減少した。高校生
の応募数は増加したが、小学生の応募数が大きく減少した。また、当日の参観
者についても、積極的な広報が必要であった。

　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く。
また、主張大会当日の案内も、早めに送付
し、参加者の増加につなげる。

　早めに募集チラシを作成し、学校へ配付するとともに、機会を
みつけて、直接学校へ依頼する機会を設ける。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

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する。

　市民活動サポートセンターの大規模フェスティバル
や中規模交流会に参加した子ども・若者が、イベント
で様々な市民活動に触れることで、市民活動への関
心を高め、市民活動に参加したいと考える人が増加す
る。

A

　中央図書館、浦和コミュニティセンターと連携して開催した大規模フェスティバ
ル（コムナーレフェスティバル）では、144団体が参加し、9,600人が来場した。前
年より３０団体多く、また多様な活動分野の団体が参加したため、市民活動に
対する関心を大いに高めることができ、目標を達成できた。

　子どもや若者を含めた多くの人が、市民活
動団体との交流を通じて身近な地域の課題
について興味を持ったり、市民活動に参加す
るきっかけとなるような大規模フェスティバ
ル、中規模交流会を開催していく。

  市民活動サポートセンターの近隣の小・中学校・高等学校等
へ引き続きフェスティバル等のチラシを配付して周知を図るとと
もに、夏の交流イベントでは、「市民活動を子どもたちに伝える」
をテーマに、子どもたちにも分かりやすい方法で活動内容を紹
介することで、市民活動への関心を高めてもらう。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

コミュニティ推
進課市民活
動支援室

254北

少年少女
サッカー教
室

　サッカーのまちさいたまの次代を担う青少年や選手た
ちへサッカーの普及・指導・育成を図るとともに、参加者
同士の交流とＪリーグチームの地元地域交流を図るた
め、大宮アルディージャから選手、コーチングスタッフ等
の一流の指導者を迎え、サッカー教室を開催する。

　 毎年参加者より好評を得ている事業であるため、
サッカーのまちづくりに資するべく継続して開催し、地
域に根づいた事業にしたい。

A

　大宮アルディージャの地域密着型の活動展開及びＪリーグでの活躍により、
同チームはさいたま市のホームチームであるということが区民に浸透しており、
また、同チームのコーチ及び選手と交流できることが大きな魅力になっているよ
うである。

　毎年度、参加申し込み数が増加しており、
定員に限りがあるため抽選によって参加でき
ない子どもが同時に増加している。平成25年
度より１人でも多く参加できるよう、新規事業
として親子サッカー教室を実施しているが、更
なる増加も予想できるため、落選者への救済
処置についてが今後の課題となる。

　現在、抽選で落選してしまった方への救済処置として、大宮ア
ルディージャの協力で試合観戦の割引チケットを配布している
が、今後、参加者定員の増員等の事業拡大が見込めるか検討
する必要がある。

エ

北区 コミュニティ課

254大

少年少女
サッカー教
室

　J1で活躍する大宮アルディージャのホームタウンという
地域資源を活かし、ふるさと意識の醸成を図るとともに、
プロサッカーチームとの交流を通し、子どもたちのスポー
ツへの関心を高め、健全育成に寄与することを目的と
し、区内在住の小学生を対象として現役コーチ等による
指導を行う。

　サッカー教室を通して子どもたちのスポーツへの興
味関心を高める
　大宮アルディージャのホームタウンとしてのふるさと
意識の醸成を図る A

　抽選によって選ばれた小学生100人を対象に大宮アルディージャＵ-１２コーチ
による試合形式を交えた指導を行った。
　サッカー教室を通して子どもたちのスポーツへの興味関心を高めるとともに、
大宮アルディージャのホームタウンとしてのふるさと意識の醸成を図ることが出
来た。

　なでしこジャパンの活躍等により、日本の女
子サッカーへの関心が高まってきたことから、
女子児童に対する参加啓発をどのように行っ
ていくかが課題となる。

　女子児童にもサッカーが楽しいと実感出来、次に繋がるような
内容を加える等し、サッカーへの関心を高め、申込者の増加を
図る。

ウ

大宮区 コミュニティ課

254見

少年少女
サッカー教
室

　「サッカーのまちさいたま市」のまちづくりを目指すた
め、区内の子供たちを対象にサッカー教室を開催し、
サッカーを通じた青少年の健全育成と基本的な技術の
向上を図るため実施する。

　スポーツの楽しさ、思いやり、ルールなどを守ること
の大切さを学びながら健全な青少年の育成、かつ郷
土愛の醸成に繋がるような事業として継続する。

A

 サッカー教室のグループを学年などに考慮し７班に分けてそれぞれ実施し、
サッカー教室について区報や区内全小学校にポスターと全児童にチラシを配布
するなどして周知することができた。

　子どもの頃からスポーツに親しむ機会のひ
とつとして今後もサッカー教室を継続するにあ
たり、内容等を検討し申込者数を増やす。

　参加者のアンケート等を参考にして、事業内容を改善する。

ウ

見沼区 コミュニティ課

254岩

少年少女
サッカー教
室事業

　区内在住・在学の小学生を対象に、大宮アルディー
ジャのU-1２コーチやプロのサッカー選手を講師として
サッカー教室を開催する。この事業では青少年の健全
育成や、サッカーのまちづくりの発展に寄与すること、ス
ポーツを通じたコミュニティの形成を目的とする。

　青少年の健全育成、サッカーのまちづくりの発展に
寄与すること、スポーツを通じたコミュニティの形成を
目的としているため、計画終了時以後も継続して実施
し、規模の拡大を図ってゆきたい。

A

　広報活動を充実させたこと、教室の指導にあたる大宮アルディージャが開催
日現在、Ｊ1のリーグ戦で首位争いをする好成績であったことより、応募者数が
増加した。

　今年度後半は、更なる広報の充実を図る。
また、来年度に向けた課題については、今年
度は、小学校校庭での開催になるが、来年度
以降は、児童の安全面を考慮すると芝生のあ
る場所での開催が望ましい。

　２０１５シーズン日程確定後、速やかにチーム及び施設と日程
の調整を行う。

ウ

岩槻区 コミュニティ課

255
スポーツ少
年団活動へ
の支援

　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する。

　スポーツ少年団で活動する指導者の資質の向上を
目指すとともに、子どもの地域スポーツ活動を積極的
に推進する。

B
　スポーツ少年団に対して財政的支援及び人的支援を行い、活動の推進を図っ
た。

　支援を継続して行う。 　事業を所管する体育協会と引き続き連携し、少年団活動が行
いやすい環境づくりに取り組んで行く。 ウ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

256

総合型地域
スポーツクラ
ブの育成・活
動支援

　市民の誰もがスポーツに親しむことが出来る環境づく
りを目的として、多世代にわたる地域住民が主体的に企
画、運営を行っている総合型地域スポーツクラブの支援
を行う。

　「総合型地域スポーツクラブ」の知名度が高くなり、
多世代にわたる地域住民が多様なスポーツを身近に
行える機会が増える。

C

　平成24年度は５クラブにおいて会員が増加したが、そのほかのクラブについて
は、会員数が変化なしまたは減少する結果となり、25年度も全体的に同様の状
況となっている。
　なお、原因としては、会員数の拡大よりも内容の充実を図っているクラブもあ
ることによるほか、運営規模を縮小したクラブがあることによるものと考えられ
る。

　現在、さいたま市内に１２の総合型地域ス
ポーツクラブが自主運営を行っている。今後、
クラブへの活動支援をより充実させることで、
市民が地域でスポーツに親しむことが出来る
環境づくりを活性化させていくことが必要と
なっている。

　総合型地域スポーツクラブ推進委員会を開き、情報や意見の
交換を行うとともに、さいたま市総合型地域スポーツクラブに関
する市民認知度の向上のため、リーフレット作成やさいたま市
区報への掲載やイベントの開催を行い、クラブ会員数の増加に
繋げていく。

エ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

310

少年少女軟
式野球教室

　小学生を対象に野球教室を実施することにより、野球
に携わる子どもの技術向上及び携わる子ども同士の親
交を深める機会とする。また、本事業に参加した子ども
が指導者や参加者との交流を通じて、豊かな人間性と
健全な社会性を身につける等、次世代を担う青少年の
健全育成を図る。

　野球に携わる小学生の技術向上及び携わる子ども
同士の親交を深める機会として本事業が実施されて
いる。また、本事業を通じて、参加した子どもが、指導
者や参加者との交流を通じて、豊かな人間性と健全な
社会性を身につける等、次世代を担う青少年の健全
育成を図られている。

A

　参加者、参加者の所属するチームの指導者を対象にアンケートを実施したと
ころ、9割以上の参加者、指導者が教室の実施内容について、「満足であった」
「楽しかった」という回答であったため。また、昨年参加者から要望のあった、講
師によるデモンストレーションを教室の実施内容に加え、好評であったため。

　参加者、指導者にとってより魅力的な教室と
するための、実施内容の検討を行う。

　昨年度のアンケート結果を参考にし、参加者の代表や講師と
の調整を行うことで、より参加者の満足度の高い野球教室を実
施する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

259

スポーツボ
ランティアの
育成・活動
支援

　高校生・大学生のスポーツボランティア活動の充実と
地域スポーツ振興団体の育成を図る。

　市内で開催されるスポーツイベントについて、それを
支えるボランティアスタッフがスポーツボランティアバ
ンク制度の有効活用により派遣されている。

C

　ボランティア登録者を増やそうとする前に、市民にとってどのような大会・イベ
ントなのかが不明確で、ボランティアスピリットがくすぐられていない。

　今後市民が、この事業がどういう仕組みな
のかもっとイメージできるようにする必要があ
る。

　今後は、市民にとってボランティアをしたいと思えるような魅力
あるスポーツイベントなどとの連携を中心に展開していく。その
ために、さいたま観光国際協会とも連携し、スポーツ・コミッショ
ン事業とからめて実施していきたい。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

260

学校体育施
設開放

　市内在住・在勤者に市立小・中学校の校庭・体育館・
武道場を、学校教育に支障のない範囲で開放し、身近な
スポーツ・レクリエーション活動の場として提供する。

　未開放校へ組織開放の推進を働きかけるとともに、
市民が安全に安心して活動できるように、施設の修繕
や夜間照明設備の維持管理等、計画的な予算の確保
を進める。 A

　平成25年度は北浦和小学校の夜間照明設備改修工事を行った。 　組織開放していない学校に対し、組織開放
への働きかけを行っていく。
　開放運営委員会の事務が学校の負担とな
らないよう、これまで以上に学校体育施設開
放運営委員会に対し指導することが課題であ
る。

　運営委員会による組織開放とするために、実地調査も含めて
学校と協議の上、地域の活動団体を把握し、運営委員会を立ち
上げる。
　管理指導員を対象とした研修会を開き、委員会による自主的
な組織運営を指導する。

エ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

261

音楽鑑賞教
室事業

　さいたま市立小学校５年生の児童、中学校２年生の生
徒を対象に、管弦楽鑑賞教室を実施する。

　さいたま市立のすべての小・中学校の児童生徒を対
象に管弦楽鑑賞教室を実施する。

A

　従来から実施している事業であり、各校の協力を得ながら全校参加で実施で
きている。

　演奏の質の更なる向上、プログラムの研究
等に取り組み、さいたま市立小・中学校が全
校参加のまま、統一された内容の鑑賞教室を
実施することが課題である。

　各校の参加を促すために、本事業を実施することの意義につ
いて、音楽主任を対象にした研修会等で説明していく。
　演奏の質が下がることがないよう、演奏団体を検討していく。

ウ

教育委員会 指導1課

262

青少年によ
る郷土芸能
伝承活動支
援事業

　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する。

　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う。また、伝統芸能の後継者育
成を図る。

A

　平成25年度交付実績は４５団体で、過去最多となった。 　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一層推進す
ることが必要である。

　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。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

263

子ども文化
祭

　文化芸術の発表や鑑賞機会の拡充を図るため、市内
で活動している子どもを中心としたグループへ発表の場
を提供することにより、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こと
を目的としている「こども文化祭」の開催をサポートする。

　文化芸術の鑑賞機会の拡充を目標とし、観客動員
数を増加させ、こども文化祭がより魅力的なイベントに
なるよう、より多彩な団体が参加できるような環境整
備をする。 C

　少子化等の影響により、出演団体数および出演者数が、平成24年度は出演
団体１４団体（出演者数１４７人）に対し、平成25年度は同１１団体（同１０２人）と
減少した。また、このことが出演者のご父兄等の観覧者数の減少にもつながり、
実績に反映したものと思われる。

　今年度において、出演団体の増加を目指
す。

　出演団体の増加のため、これまで小学生を対象としていたとこ
ろを中学生も対象とする。また、過去の出演団体等にも協力を
もとめる。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

文化振興課

264

子ども文庫
事業

　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
を推進する。

　市民の生涯学習活動を通じて、活力ある地域づくり
を目指す公民館事業の一つとして、各館で地域の
ニーズを分析し、必要性や緊急度などを勘案し、内容
を精査し、充実させる・見直しするなどして、各事業を
展開する。

B

　地区公民館における子ども文庫事業の実績については、延べ事業回数258
回、延べ参加者数4,653人となった。

　各地域における課題、各館事業における課
題の解決を目指す。

　各地域におけるニーズ、各館事業におけるニーズの把握に努
め、課題を整理する。

ウ

教育委員会 生涯学習総
合センター



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了
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評価

265

地域での読
み聞かせ活
動の支援

　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する。

　中央図書館と拠点館を中心に、読書ボランティア向
けの講座・講演会等を開催し、読み聞かせ活動等を支
援する。また、地域の学校で活動するボランティアへ、
技術向上のための指導を各図書館が行う。

C

　平成24年度に引き続き、中央図書館と拠点図書館で、ボランティア向けの講
座を行った。昨年度実施できなかった地域で、講座を開催することができたが、
全体の回数を増やすまでには至らなかった。

　ボランティアのニーズに合わせた講座内容
について検討していく。

　引き続き、講座後の受講生に対するアンケートを行い、ボラン
ティアの要望を実現するように努める。ボランティア支援の講
座、講演会は、継続してスキルアップできる内容の講座、講演
会を企画する。

ウ

教育委員会 資料サービス
課

266

おはなし会 　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、本との出会いの場、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。

　市内の全図書館でおはなし会を実施する。

A

　平成25年度も図書館全館でおはなし会を実施した。 　地区図書館の委託化を進めているが、拠点
図書館職員が地区図書館のおはなし会を継
続して開催できるようにする。図書館職員向
け研修会の実施や、館外の研修への積極的
な参加を奨めることなどにより、職員体制の
維持とスキルアップを図る。

　全図書館で、おはなし会が引き続き実施できるよう、拠点図書
館の職員体制を維持して行くとともに、地域の読書ボランティア
と協働して、おはなし会を定期的に開催する。

ウ

教育委員会 資料サービス
課

267

緑区子ども
文化推進事
業支援

　地域の子どもたちがさまざまな活動を通して生きる力を
獲得することにつながるように、特に児童文学への理
解・関心を深める子ども文化推進事業の地域文化講演
会に対して支援している。

　内容、テーマや講師選びについて、毎回視点を変え
ることにより、幅広い年齢層に参加してもらえるような
事業を行う。

B

　昨年度はことば遊びと講演会の2つを実施した。ことば遊びについては、参加
者が早口言葉や絶対音感ゲームなどの遊びを通して、しっかりとした発声の仕
方と「ことば」の面白さを楽しみながら学ぶことができた。また、講演会は絵本作
家でアニメーション作家の山村浩二氏を講師に招き、「絵本とアニメーション　創
作の横断」をテーマに講演を行い、子どもの本や子どもの読書について理解を
深めることができた。

　内容や講師選びを熟慮する。 　講師については、実行委員会等と相談し幅広い年齢層からの
参加を期待できるように、検討していく。

ウ

緑区 コミュニティ課

268

文化芸術教
育及び文化
芸術鑑賞機
会の充実

　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する。また、各小・中学
校からの要請により、美術館所蔵の「本の作品」等を
使った出張授業を行う。

　市内小・中学校への「本の出張授業」実施校数の維
持、増加を目指す。
　様々な鑑賞教育プログラムを活用し、市内小・中学
校に対する鑑賞授業を充実させる。

A

　一昨年度は、以前より継続している学校に加え新規校からの依頼が増加し、
同一校内で複数学年からの依頼もあった。そのため、昨年度は鑑賞学年を定
める学校が増え、出張授業が定着するとともに依頼数も減少した。

　年間の学校行事の関係で依頼月日に偏り
が見られた。

　スケジュール調整の効率化を図り、より多くの学校に対応でき
るよう心掛ける。

ウ

教育委員会 うらわ美術館

269

緑区のびの
び子育て広
場事業支援

　乳幼児やその保護者を対象に体験学習や遊びなどを
通して育児について学び、親子の触れ合いを深めてもら
える機会を提供し、子育ての支援を図り、また若い時か
ら健康に関心をもち健康の保持・増進が図れるよう普及
啓発を実施している事業に対して支援を行っている。

　内容等を、毎年工夫することにより多くの方に参加し
てもらえるような事業を行う。

A

　平成24年度に引き続き、「緑区のびのび子どもまつり」として、「緑区子どもま
つり」と同日同会場で開催したことにより、多くの方にご参加いただき、乳幼児の
親子が触れ合いを深めてもらえる機会を提供できた。

　参加者のさらなる増加を図り、より効果的な
実施を検討する。

　「緑区区民まつり」と同日に近隣で実施しすることにより、参加
者のさらなる増加を図る。

ウ

緑区 コミュニティ課

270
緑区子ども
まつり事業
支援

　子どもたちの感性を育み、豊かな成長のために子ども
向けのさまざまなイベントを開催し、緑区の子ども文化の
推進に寄与する事業に対し支援を行っている。

　異年齢交流の場として、地域の中で活かせる事業を
行う。また、地元の小・中・高校生、大学生のボラン
ティア活動の場として定着させたい。

A
　平成24年度に引き続き、「緑区のびのび子どもまつり」として、乳幼児とその保
護者向けの「緑区のびのび子育て広場」と同日同会場で開催したことにより、参
加者の年齢層が広がり、異年齢の交流が促進された。

　更なる新規団体の加入を促していく。 　登録団体の加入を促し、新しい企画が提案できるような組織
にしていく。 ウ

緑区 コミュニティ課

271

緑区かかし
ランド事業

　緑区内にある見沼氷川公園には、緑区出身の武笠三
作詞の唱歌「案山子」のモニュメントが建立されている。
こうした文化資源を活用し、案山子の制作を通して、子ど
もの時からふるさとの自然と歴史・文化に関心をもち、わ
が街を誇りとする人づくりを目的とする。

　唱歌「案山子」の作詞家が地元にいるということを認
識し、地域の自然や歴史、文化に関心をもってもらう。

A

　かかしやかかしを描いた絵画の制作、展示、表彰をおこない、展示会場には
多くの園児や親子連れが来所し、幼児や児童生徒などに緑区の歴史や文化に
関心を持ってもらい、郷土愛を醸成することができた。

　制作団体が例年同じ団体になる。 　一般の人等多くの人に制作してもらえるように、広報や依頼を
工夫、充実させていく。

ウ

緑区 コミュニティ課

272

めざせルー
ブル美術館
子ども絵画
教室

　絵を好きになるきっかけ作りのため、緑区絵画教室実
行委員会が主体となって、年に２回、夏休みと春休み
に、小学生を対象とした絵画教室を開催している。
　実施後、作品は緑区役所の区民ホールに展示してい
る。

　各回、定員の７０人の参加者を迎え、継続して開催し
ている。

A

　定員を超えて受け入れるほど盛況であり、多くの小学生の絵を好きになるきっ
かけ作りとなり、学びと交流の場を促進することができた。

　参加者の固定化の傾向が見られる。 　広報を工夫することにより、新規参加者を促す必要がある。

ウ

緑区 コミュニティ課

273

スポーツ少
年団海外姉
妹友好都市
相互派遣事
業

　海外姉妹友好都市へスポーツ少年団を派遣もしくは受
入（隔年で実施）を行い、スポーツを通じた青少年の交
流の促進と国際感覚を持つ人材の育成を図っている。

　派遣（隔年実施）に参加する市民数が１９５人となる

B

　スポーツ少年団の海外派遣は隔年で実施しており、平成２５年度は受入年に
あたり、昨年度からの派遣実績の増加がなかったため。

　確実なチーム編成に向け、市民への効果的
な周知方法などを検討する。

　関係団体及び（公社）さいたま観光国際協会との連携・協力を
図り、市民に対してより一層の周知活動を行う。
　夏休みだけの事業でなく、相手国の状況により実施時期の変
更などを検討する。

ウ

経済局 国際課

274

市立中学校
国際交流事
業

　市立中学校５７校からの代表生徒（各校から３年生１名
ずつ）５７名及び引率教諭等４名をニュージーランド・ハミ
ルトン市に夏季休業中に１０日間派遣し、ホームステイ
や現地の学校に通学し、語学研修、文化交流、スポーツ
交流等を行い、生徒の英語学習や国際理解への興味・
関心を高め、コミュニケーション力をはぐくむとともに、国
際交流及び国際親善に資する。

　市立中学校代表生徒５７名と引率教諭等４名を、
ニュージーランド・ハミルトン市に、夏季休業中に１０日
間派遣する。

A

　平成25年度は、１０日間の派遣を実施し、ニュージーランド・ハミルトン市のメ
ルビル・インターメディエイト・スクールでの授業参加及び滞在期間中のホーム
スティを通して、国際感覚が磨かれ、異文化理解はもちろん、自国理解を深め
ることができた。

　研修内容の質を維持するとともに、さいたま
市立中学校５７校からの代表生徒５７名を、引
き続き１０日間ニュージーランド・ハミルトン市
へ派遣していく。

　円安が進んだり、燃油サーチャージが値上がりしたりと、参加
者の負担も増えたが、現地受入校のコーディネーターと直接交
渉しながら、さらに研修内容の充実、精選を図り、質の維持に努
める。 ウ

教育委員会 指導１課

275-1

市立高等学
校海外交流
事業

　市立高等学校生徒と海外の高等学校生徒が国際交流
（生徒の海外派遣及び海外生徒の受入）を通じて、国際
理解を深める。

　毎年１０人程度の生徒を選抜して海外へ派遣すると
ともに、毎年１０人程度の海外高校生（引率者を含ま
ない。）を受入れ、国際理解を深める。

C

　平成25年度は、アメリカ合衆国リッチモンド市に１０人の生徒を派遣し、高校で
の体験授業や文化交流及びホームステイ方式により、短期語学研修、異文化
での理解を深め、視野を広げることができた。
　受入事業については、先方の都合により中止となった。

　平成26年度は、中止となった受入事業を再
開することにより国際交流を継続して行うとと
もに、先方への留学生派遣については留学
希望者の応募・審査・派遣を行い、平成27年
度の事業計画を作成する。
　海外生徒の受入については、ホームステイ
の受入を希望する世帯に対して、国際理解に
ついて協力をお願いしていることもあり、増加
傾向にある。

　海外生徒の受入について、幅広く国際教育の理解と協力をお
願いし、ホームステイ受入世帯の確保に努める。

ウ

教育委員会 高校教育課
（浦和高等学
校）

275-2

市立高等学
校海外交流
事業

　市立高等学校生徒と海外の高等学校生徒が国際交流
（生徒の海外派遣及び海外生徒の受入）を通じて、国際
理解を深める。

　毎年５人の生徒を選抜して海外へ派遣するととも
に、毎年１０人の海外高校生（引率者を含まない。）を
受入れ、国際理解を深める。

C

　平成25年度は、ニュージーランド　クライストチャーチ市エルスメア高等学校に
６人の生徒を派遣し、高校での体験授業や文化交流及びホームステイ方式によ
り、短期語学研修、異文化での理解を深め、視野を広げることができた。内1名
については交換留学生として派遣した。受入事業については、3年に1回という
運びになっているため行わなったが、1名の短期交換留学生については、受入
れを行った。

　平成26年度前半期では、留学生派遣に関し
ての留学希望者の応募・審査・夏季休業中に
派遣事業を行うと同時に平成２７年度事業の
計画を作成する。
　留学生の受入事業については、ホームステ
イの受入を希望する世帯に継続して、幅広く
呼びかけをしたことにより増加している。

　派遣事業については、生徒の選抜方法を見直し、派遣を希望
する生徒を増加させ、良好な生徒が参加できる機会を増やす。
　受入事業については、年度によっては多数の参加を募るため
に国際教育の理解と協力をお願いし、またホームステイ受入世
帯に継続して呼びかけをするなど、より一層の確保をする。

ウ

教育委員会 高校教育課
(浦和南高等
学校)

275-3

市立高等学
校海外交流
事業

　市立高等学校と海外の高等学校が交流することにより
国際理解を深める。

　毎年１５人程度の生徒を選抜して海外へ派遣をする
とともに、２０人程度の海外の高校生（引率者を含まな
い。）又は５人程度の高校生（引率者を含まない。）を
隔年で受入れ、国際理解を深める。 B

　平成25年度は、オーストラリアのケアンズに10人、韓国ソウル近郊に4人の生
徒を派遣し、高校での体験授業や文化交流及びホームステイ等の国際交流を
通じて異文化理解を深め視野を広げることができた。受入事業については韓国
の生徒を1月に4人受入れ、日本文化体験や授業参加、交流会を行った。平成
25年度から韓国語講座を通年週に1時間程度実施している。また、8月から1年
間、ブラジルとの交換留学で生徒1名を派遣し、1名を受け入れている。

　アメリカフロリダ州マイアミ研修に替わるプロ
グラムを検討し、平成27年度実施に向けて準
備をする。ネイティブの教員による韓国語講
座、英会話講座の2本立てで生徒のコミュニ
ケーション力の向上を目指すとともに、他国の
文化への興味関心を伸ばす。

　ケアンズ研修の引率者として英語科以外の先生にも多く加
わってもらう。
　さらに、校内の国際教育推進委員会の充実を図る。
　また、海外留学や国際交流について、良質なプログラムがあ
れば積極的に生徒へ情報を提供し、参加希望があれば手厚く
援助する。

ウ

教育委員会 高校教育課
(大宮西高等
学校)

275-4

市立高等学
校海外交流
事業

　市立高等学校生徒と海外の高等学校生徒が国際交流
（生徒の海外派遣及び海外生徒の受入）を通じて、異文
化を知ることにより視野を広げ国際理解を深める。

　毎年１０人程度の生徒を選抜して海外へ派遣すると
ともに、毎年１０人の海外高校生（引率者を含めな
い。）を受入れることにより、一層の国際理解を深め
る。

B

　平成25年度は、オーストラリア　シェルハーバー市に１０人の生徒を派遣し、高
校での体験授業や文化交流及びホームステイ方式により、語学研修だけでなく
異文化の理解を深め、視野を広げることができた。
　受入事業については、隔年計画のため事業を見送った。

　平成２６年度の派遣事業については、昨年
と引き続き同じ姉妹校にて実施するため、昨
年実施した際に生じた課題を含め計画の見
直しを行い、今後の事業計画を作成する。

　受入事業については、隔年でなく継続して行えるよう計画を見
直す。事業実施にあたってホームステイ受入世帯が減少してい
るため、確保に努める。 ウ

教育委員会 高校教育課
(大宮北高等
学校)



事業評価表　【基本目標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】
Ａ：適切　Ｂ：概ね適切　Ｃ：改善余地あり

ア：廃止　イ：縮小　ウ：継続　エ：拡大　オ：終了

H25年度事業実績の分析 H26年度後半に向けた課題 解決策 方向性 局 課

所管事業
番号

事業名 事業概要 計画終了時の目標
目標達成状況と課題 今後の展開

評価

276

高校生サッ
カー選手団
海外派遣事
業

　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
める。

　事業内容の充実を図り、より魅力のある事業とする
とともに、市内にある高等学校サッカー部に対して本
事業を周知することで、高校生の本事業の開催目的
に対する理解を促し、現在より参加希望者（セレクショ
ン参加人数）の多い事業とする。
　また、参加者においても、サッカー先進国の環境を
学び、技術の習得を図り、スポーツの振興を図るとと
もに、海外での生活体験や人々との交流を通して、本
事業の開催目的に対する理解を深める。

B

　セレクション参加者数の減少については、例年どおり市内の高校サッカー部に
対し、本事業への参加希望を募ったが、募集期間が短いことや事業実施の告
知が十分でなかったことが原因と考えられる。また、国際社会に対する理解に
ついては、参加者・保護者・参加者所属サッカー部顧問に対する派遣実施後の
アンケートを通じて、その理解を深められたことを確認できた。

　セレクション参加人数の増加を図るため、本
事業実施の周知を積極的に行うことが求めら
れる。また、参加者の成長及び本事業で得た
経験を派遣後の生活・進路にどのように活か
しているか、追跡調査を行い、事業目標の達
成度合いを把握にするとともに、次年度以降
の企画に反映させていくことが挙げられる。

　市内の高校サッカー部に対し、本事業実施の周知を徹底す
る。また、参加者の成長及び本事業で得た経験を、派遣後の生
活・進路にどのように活かしているかを把握するため、引き続き
追跡調査を実施する。

ウ

市民・スポー
ツ文化局

スポーツ振興
課

277

国際理解教
育の推進

　さいたま市立小・中・特別支援学校の国際教育主任に
よる研修会等を通して、市立各学校の国際教育、国際
交流等の充実を図る。

　講演会やワークショップを通して、国際教育主任の
資質を高める。
　姉妹校等交流において、児童生徒の作品交流や文
通などに係る通信運搬費や消耗品費を、各学校から
の申請に基づいて支援し、国際交流・国際教育を推進
する。

A

　国際教育主任研修会を実施し、国際教育に関する講演会を通して、国際教育
主任の意識を高め、国際教育を推進した。
　姉妹校等交流については、主任会において具体的な実施例等を紹介する時
間を確保したことにより、目標であった市立小・中学校１５校を上回る学校で実
施した。

　児童生徒の作品交流や文通などに係る通
信運搬費や消耗品費を、各学校からの申請
に基づいて支援することにより、市立小・中学
校と海外の学校との姉妹校等交流の機会を
さらに増やす。

　限られた予算の中で、研修会の形式や内容の充実を図るとと
もに、姉妹校等交流の実施例を紹介することによって、より多く
の学校に実施を促す。また、通信運搬費や消耗品費の支援に
ついても、予算の範囲内で推進する。 ウ

教育委員会 指導1課

278

特色ある外
国語教育の
推進

　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。

　１学級当たり、年間授業実施時間数を２９時間とす
る。

　＊文部科学省依頼調査のさいたま市英語教育改善
実施状況調査
　　（中学校）集計による。
　＜参考＞
　Ｈ１９年度実績　２４．５
　Ｈ２０年度実績　２８．２

B

　(a)効果的な「英会話」の授業を実施するに当たり、十分な準備時間を確保す
る必要があるため、外国語指導助手（ＡＬＴ）が必修外国語（英語）科へ参加する
授業時数について、大幅な時間数の増につながらなかった。
　(b)全市立小・中学校（１６０校）において、本市独自のカリキュラムに基づいた
小・中一貫「英会話」の授業を実施することができた。

　現在、国際社会で活躍できるグローバル人
材の育成がますます強く求められている中、
さらに高水準の「英会話」の授業が、全市立
小・中学校で実施できるようにすることが課題
である。

　小・中一貫「英会話」の改訂カリキュラムを推進するとともに、
指導者の指導力向上を図るための研修会を充実させる。
　「英会話」と外国語科との連携、各教科等との連携、小・中学
校の連携を充実させる研究を進め、全市立小・中学校に提案し
ていく。
　各学校における外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用時間がさらに
増加するように、指導計画の工夫改善について指導・助言を行
う。

ウ

教育委員会 指導１課

279

帰国児童・
生徒、外国
人児童・生
徒の受入体
制の充実

　さいたま市立小・中学校に在学する、日本語活用能力
又は生活習慣において困難が伴うおそれがある帰国・
外国人児童生徒に対し、日本語指導員を派遣し、日本
語活用能力を向上させ、学校生活への適応を促進す
る。

　計画的に予算を使って、学校からの要請に迅速に対
応し、日本語指導員を100パーセント派遣する。また、
日本語指導員の一層の指導力向上を図り、効果的に
指導が行われるようにする。

A

　年々、各学校からの派遣申請が増加しているが、各学校からの申請に対して
迅速に対応し、日本語指導員を派遣し、学校からの要請に１００パーセント応じ
られるようにした。また、日本語指導員研修会を実施し、一層の指導力向上を
図り、効果的に指導が行われるようにした。

　今後も日本語指導が必要な児童生徒の増
加が見込まれる現状を踏まえ、その変化に対
応できる日本語指導員登録者数を確保する
必要がある。また、事務局が、日本語指導員
及び学校と綿密に連絡を取り、指導の必要性
に関し検討を重ね適切に日本語指導員を配
置するとともに、個々の児童生徒の実態に応
じた柔軟な対応が必要である。

　指導期間が原則1年間であることを踏まえ、派遣期間が１年を
超えないように基準を明確にし、予算内で学校からの申請に応
えられるようにする。また、積極的な教材の活用を促し、日本語
指導員の一層の指導力向上を図り、効果的に指導が行われる
ようにする。 ウ

教育委員会 指導1課

280

環境教育推
進事業支援

　区民と協働で、「見沼田んぼキレイきれい大作戦」（清
掃活動）を実施している。

　清掃活動を通じて環境の大切さを学び、ごみを捨て
ない人が育っていることが目標である。
　また、究極的には、拾うごみがなくなっていることが
理想である。

A

　地域住民（自治会等）の参加に加え、緑区内の企業・団体などの参加があり、
見沼田んぼの環境保全に対する関心が高まってきている。

　同日に開催された他の清掃活動と清掃範囲
が一部重複しており、調整が必要である。

　清掃範囲の変更などが考えられる。

ウ

緑区 コミュニティ課

281

自然の教室
事業

　豊かな自然環境を擁する少年自然の家で、市内の小・
中学生が「自然体験活動」や「集団宿泊体験」を行う事
業である。
　学習指導要領及びさいたま市子ども潤いプランのアク
ションプログラムに基づいて、「自然に触れ、自然に学
び、自然で鍛える」を基本理念に掲げ、多くの学校から、
その効果について高評価を得ている。

　利用する学校からの学習達成評価について、より高
い評価が得られるよう、プログラムに工夫を凝らす。
　また、恵まれた施設環境を十分活用し、保護者への
負担軽減も同時に図るため、直営プログラムの実施
率を向上させる。

B

　天候の影響により、体験活動が中止あるいは変更になった際、代替の活動に
制限がある。

　新規活動プログラムの発案、実施、定着及
び新登山道の開発

　研修会における全指導主事のプレゼンテーションを実施し、９
月以降の実施を目指す。

ウ

教育委員会 舘岩少年自
然の家

282

舘岩と尾瀬
の自然に親
しむ親子の
集い事業

　尾瀬ハイキングなどの自然体験や集団宿泊体験を通
じて、親子の絆や自然に対する理解を深めることを目的
に、小学生とその保護者を対象に年１回募集をしてい
る。

　事業がより広く周知され、応募者が増加するととも
に、参加された方の満足度がより向上する。

B

　実施方法を現地集合で行ったため、参加家族は少なかったが、全てが概ね満
足と回答を得た。

　尾瀬からたかつえスキー場に活動場所を変
更し、舘岩の自然の魅力をアピールする。

　ポスター、ちらし、ホームページを最大限に活用し、参加者拡
大を図る。

ウ

教育委員会 舘岩少年自
然の家

283

ときめき舘
岩の冬・親
子の集い事
業

　スキーなどの自然体験や集団宿泊体験を通じて、親子
の絆や自然に対する理解を深めることを目的に、小学生
とその保護者を対象に年１回募集している。

　事業がより広く周知され、応募者が増加するととも
に、参加された方の満足度がより向上する。

A

　昨年度実績の影響が残り、申込、参加が少なかったが、参加者はすべて満足
と回答された。

　参加者枠の拡大を進めていく。 　ポスター、ちらし、ホームページでの呼びかけを充実する。

ウ

教育委員会 舘岩少年自
然の家

284

上下流交流
事業「野外
水道教室」

　上下流地域の住民の交流を通じ、ダムや水源涵養林
の役割などの認識と理解を得るとともに、水源地域に対
する感謝の気持ちと住民相互の連携の気持ちを醸成す
るため、小学生とその保護者を対象に、野外水道教室を
開催する。
ダム見学、川遊びなどの体験を通じてダムの役割や水
源地への理解を深め、水への親しみ、水の大切さを理
解してもらうことを目的に、市内在住の小学生とその保
護者を対象に実施する。

　野外水道教室の中でもとりわけ重要な水源地域の
住民との交流をより充実し、さらに継続していくことを
目指す。

B

　平成23年度から２回実施となり、さらに平成２４年度より「水環境プラン」に関
わる指標の確定により、年２回の実施予定となったため、達成率が１００％を超
えている。

　例年応募者が多いため、落選扱いになる人
もいる。今後も内容の充実やニーズに対応し
て、応募者が減少しないような魅力的な内容
にしたい。

　毎年実施している事業であるため、アンケートなどで参加者の
ニーズや要望を把握し内容の充実をはかり、今後も応募者の多
い魅力のある事業にしていく。

ウ

水道局 水道総務課

286

さるはなキャ
ンプフェス
タ・親子の集
い

　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る。

　限られた予算の中で、実行委員会と協議を重ねて、
満足度の高いプランを提供する。多くの市民に本事業
を知ってもらい、猿花キャンプ場の利用促進も図る。 B

　小学生を対象としたイベントであるが、本事業日程が学校関係イベントと重
なってしまったため

　その他イベント等との日程関係を調整し、市
民の方に参加しやすい環境を整える。

　実施時期や実施回数、広報の方法等について見直し、現在の
サービスを低下させることなく、より多くの市民が関心を持ち、参
加できる事業としていく。落選した人には、普段猿花キャンプ場
を利用してもらえるようPRすることで、猿花キャンプ場の利用促
進を図る。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

287

学校給食用
牛乳パックリ
サイクル事
業

　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、
再生品として戻ってくる仕組みを学習する事業を推進す
る。

　市内小学校１０２校中、現在９５校が本事業に参加
し、その他７校についても独自ルートにより学乳パック
リサイクルに取り組んでいる。今後は実施校の拡大は
もとより、本事業の安定的継続を目指し、子どもにとっ
てリサイクルをより身近なものとして定着させる。

B

　平成25年4月より城北小学校が当事業に参加することとなったため、平成24年
度末と比較して、１校増加することとなった。

　本事業に参加していない小学校は、平成25
年度末時点で、市内１０３校のうち７校あり、
各学校が独自のルートで牛乳パックのリサイ
クルを行っている。
　今後は、既存校に事業への継続的参加の
協力を仰ぐとともに、不参加校に当事業への
参加を打診し、安定的な事業展開を図ること
が課題である。
　また、配布している再生品は、リサイクル基
金より作成費を充てているため、当基金の安
定的運用が必要となる。

　不参加校に対しては、当事業の説明を改めて行い、リサイク
ル事業を通じた環境教育への理解を高め、事業への参加を促
す。
　また、日頃より、子どもたちの環境問題に対する意識を高める
ため、より一層のリサイクルやごみの減量に取り組みやすい環
境を作れるよう、教育委員会と連携を図る。 ウ

環境局 廃棄物対策
課

289

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す
る。

　各青少年団体の活動を支援し、青少年団体の自主
的な活動を活性化する。

A

　ボーイスカウト協議会・ガールスカウト連絡協議会・青少年相談員協議会・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６６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。

　交付団体が複数あり、事務が繁雑である。
また、補助金の公平性、透明性を確保するた
め、補助対象経費等の見直しを行う。

　補助金の使途の明確化、実績報告の際に領収書を正しく
チェックし、適正な補助金の運用を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

290

市民啓発活
動の推進

　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
推進する。

　青少年育成さいたま市民会議が、全国青少年健全
育成強調月間（１１月）を中心に、各区民祭やイベント
会場などで、啓発活動を行い、多くの市民に青少年健
全育成の意義を伝えられるようにする。

A

１１月の各区区民祭で啓発物品（ポケットティッシュ）の配布を行った。その他、
各地区の行事や学校での挨拶運動に参加して配付するなど、それぞれ工夫し
た活動が展開された。

　青少年育成さいたま市民会議の主要事業
の１つとして、積極的に協力を呼びかけ、全
市的な取組としていく必要がある。

　今後も、積極的に呼びかけを行い、参加者を募る。また、他の
地区会の取組などを紹介し、啓発活動の充実を図る。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課
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291

野外キャン
プ指導者養
成

　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、研修を実施する。

　登録されているキャンプカウンセラーの約６割が６０
歳以上の高齢者であり、今後猿花キャンプ場を運営し
ていく上で、資質のある若い人材の確保し、増員をし
ていく。 B

　ボーイスカウトOBの講師を招き、ネイチャーゲーム（自然体験ゲーム）の講習
を実施した。講習会に参加した一般の方が新規でキャンプカウンセラーに登録
したため、昨年度よりも増となった。

　青少年が安全に野外活動を行うことができ
るよう、ニーズに対応した講習会を実施する。
　キャンプカウンセラーが高齢化していること
から、より若い世代のキャンプカウンセラーを
募集する必要がある。

　日ごろからカウンセラーと情報を共有し、ニーズに対応した講
習会を実施する。
市報等により、幅広い世代のキャンプカウンセラーを募集する。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

292

体験活動を
支援する人
材の育成・
活用

　青少年相談員が、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、人間関係を深め、社
会貢献意識や次世代を育てるこころを養う機会とする。

　市町村や子供会等からの依頼を受けてイベントの企
画・運営を行ったり、キャンプなどの体験活動の実施し
たり、子どもたちの相談相手や遊び相手となって、子
どもたちの健やかな成長を助けるために活動する。２
６年度末に５０人の委嘱を目標とする。

B

　平成25年度は第２４期の中途委嘱で、1人の委嘱をした。また、プレイパークや
キャンプ等の子どもを対象にした企画を継続的に実施した。

　青少年相談員制度を広くＰＲし、委嘱希望者
の増加につなげる。

　青少年相談員協議会で、チラシやポスターの作成等、青少年
相談員の活動を情報発信し、委嘱希望者の増加につなげる。
団体の活動について、事業参加者の募集等に協力し、団体活
動の更なる活性化の手助けを行う。 ウ

子ども未来局 青少年育成
課

294

青少年相談
事業

　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・面接相談
等、相談体制の整備を図る。
　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
図る。

　市立教育相談室を市内５か所とする。

A

　目標は、達成した。
　教育相談室と学校の連携強化等により、悩みを抱える児童生徒やその保護
者が教育相談室と一層つながりやすくなった。

　医療や福祉等、他機関との連携による支援
が必要な相談が増加している。

　研修等による相談員の資質の向上を図るとともに、こころの健
康センターや児童相談所等、他機関との連携を強化する。

ウ

教育委員会 指導2課

295

青少年健全
育成地域の
集い事業

　市内小・中・高等・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、地域ぐるみで開催する。

　学校と家庭と地域が一体となって、児童生徒の健全
育成を図る。

A

　本事業を広く周知してきたことと、テーマを保護者や市民のニーズに即したも
のに設定したこと、また平成23年度からは子ども未来局青少年育成課へも情報
提供し、地域の関係団体へも参加を呼びかけたことにより、参加者数が増え
た。

　保護者や地域の方々の一層の参加を促進
する。

　講演会の内容を充実させて、保護者や地域の方々のさらなる
参加を促進する。

ウ

教育委員会 指導2課

297

九都県市と
の連携

　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
課長会議を開催し、青少年を巡る様々な問題に係る共
通認識を図るとともに、広域的な課題解決に取り組む。

　九都県市での連携のもと、青少年の健全育成につ
いて協議し、青少年行政の推進を図る。

B

　九都県市共同の啓発ポスターを作成し、青少年のメディアに対する市民啓発
を行った。

　九都県市が連携し、九都県市青少年行政
会議として青少年行政課題に効果的に取り組
む。

　九都県市連携のもと会議を行う。

ウ

子ども未来局 青少年育成
課

298

情報提供等
による就労
意識の啓発

  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る。

  若年者の就労意識の啓発

B

  技能職ガイドブックを作成し、市内の小中学校や高等学校等に配布した。また
労働ガイドブックについては新たな発行はしていないものの、昨年度発行したガ
イドブックを引き続き区役所等を通じて配布し、啓発を行った。

  若年者の正しい労働法の理解及び就労意
欲を高めるための、効果的な啓発や周知方
法の検討が必要である。
　また、国や県において、同種の啓発冊子を
発行しており事業が重複している。

　冊子印刷以外の啓発方法の実施

ウ

経済局 労働政策課

299

障害者支援
事業

　一般企業で働くことを望む障害者を支援する。そのた
め、ハローワークや県及び事業所など関係機関と連携し
事業を推進するとともに、当センター独自事業として障
害者の就労準備性を高める各種研修や企業実習を実
施する。

　一般企業へ就職を望む障害者が、適職を得て就労
し、離職することなく就労継続できるよう支援する。目
標としては、登録者のうち、毎年度80名程度の障害者
が企業で就職できるようにする。また、就労に向けた
研修・講座は年間4５コース程度実施し、障害者の就
労準備性を高めるとともに、企業での実習も充実させ
る。

A

　パソコン研修等の就労支援及び食生活改善等の生活支援に関する45コース
の研修・講座を開催し、就労の入り口から職場定着まで継続して支援した結
果、登録者のうち161名が一般企業に就職した。

　厳しい経済情勢にあって製造業を中心とす
る企業倒産や業務縮小が相次いだ結果、整
理解雇等で失職する障害者が増加しており、
新たな就労先の開拓が急務である。

　従来の研修・講座を見直し、より就労準備性を高める内容とす
る。
　また、厳しい経済情勢にあって企業倒産が相次ぐなか、業績
を伸ばしている企業を中心に職域を開拓し、80名以上の就労を
実現する。

エ

保健福祉局 障害者総合
支援センター

300

早期起業家
教育事業

　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く。

　地域住民・市内事業者との連携を更に強化するとと
もに、市内事業者にとって、本事業への協力による事
業拡大が可能となるような実施形態を構築し、実施し
ていく。

B

　全市立小中学校へのチラシ配布を行い、また、申込方法をファックス及び郵
送、所管課への持参に加え、電子申請、各区役所への持参による申込も受け
付けることとし、申込者の利便性の確保に努めた。

　公募型において、市内事業者と連携し、実
際に現場で仕事について体感できるような機
会を増やす。

　大人数での講義中心ではなく、少人数のグループに分け、商
店街等において見学やヒアリング等の機会を設ける。

ウ

経済局 労働政策課

301

中学生職場
体験事業

　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」の充実と推進を通して、市立中学校、特別支援学
校の進路指導・キャリア教育の充実を図る。

　さいたま市立中学校、特別支援学校の生徒を対象
に、のべ協力事業所数約２，６００ヶ所から２，７５０ヶ
所の間で事業を推進、実施する。

A

　事業の対象学年について、第１学年から第２学年への移行を進めていること
から、調整年度となる3校は未実施であったが、市立中・特別支援学校５６校で
円滑に実施することができた。
　各学校において、担当学年と学校地域連携コーディネーターの連携による新
規協力事業所の開拓が進み、地域における協力事業所数の増加が図られてい
る。

　本事業に対するより一層の理解と協力を得
るため、学校との連携を深め、市民や地域へ
の啓発活動の充実を図る。

　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」
推進委員会及び担当者連絡協議会の活性化を図り、関係団体
等との連携を強化する。
　引き続き、担当者による巡回視察を実施し、協力事業所との
情報交換の充実を図る。

ウ

教育委員会 生涯学習振
興課

302

就労のため
のキャリア
アップ

　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
を実施する。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する。

　就職活動に役立つ実践的なノウハウの習得

A

　若年者向け就職支援セミナーを6回開催し、延べ102人が参加した。
また、キャリア・コンサルティングを毎週５日実施し、若年者（39歳まで）が延べ
675人利用した。
　勤労女性施設では、職業実務講座を15講座開催した。

　平成24年度末までの事業予定であったが、
引き続き事業を行う予定であるため、平成25
年度・26年度の目標を追記、修正。
　就労意欲の低下を余儀なくされている若年
者に対して、参加を促すための手段を講じる
とともに、セミナー開催回数及びキャリア・コン
サルティング週実施回数を増やすなど、支援
を拡大する必要がある。

　広報や事業内容の工夫を行う。

ウ

経済局 労働政策課

303

若年対象の
就業体験や
職業訓練の
支援

　企業での就業体験事業を実施するほか、若年の実践
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、若者の就職を支援する。

　勤労者または求職者のための職業訓練や就業体験
の実施

A

　市内企業での就業体験事業に33社42人が参加した。
　また、大宮建設高等職業訓練校及び埼玉県畳高等職業訓練校への補助を
行った。

　平成２４年度末までの事業予定であったが、
引き続き事業を行う予定であるため、平成２５
年度・２６年度の目標を追記、修正。
　企業での就業体験事業については、就職が
叶わなかった新卒者等の再チャレンジを支援
し、雇用機会の創出を図るとともに、市内企
業における人材確保に向けた具体的な支援
策の実施。

　市の就業体験事業のほか、県の緊急雇用に係る基金等を活
用することで、雇用マッチングを促進する。

ウ

経済局 労働政策課

304

インターン
シップの実
施

　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
を実施する。

　引き続き大学等と連携を図り、学生の希望及び意向
を反映し、受入先のミスマッチを解消するよう努める。

A

　埼玉県経営者協会が運営するホームページにインターンシップの募集情報を
掲載し、学生へ広く情報提供を行ったことに加え、近年の就職難の影響から大
学側においてインターンシップの規模を積極的に拡大している傾向にあるため、
希望する学生が増加したと考えられる。

　就職難の状況から、大学側はより実践力の
高い人間を育成する一環としてインターンシッ
プを拡充する動きがある反面、単位の取得の
みを目的とするなど目的意識が明確でない学
生や、学校によっては学生への面談等の事
前指導が徹底されていないケースが散見さ
れ、受入課とのミスマッチが生じるおそれがあ
る。

　応募の動機や希望する実習内容等の詳細を、インターンシッ
プの申込み時に学生から提出してもらうとともに、必要に応じて
大学側においても学生との面談等を通して事前指導の充実を
図るように働きかけていく。

ウ

総務局 人事課

306

地域技術人
材育成事業

　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確保を推進す
る。

　市内全ての工業系の高校においてインターンシップ
等が実施されるようになり、より多くの生徒が受入協
力企業への就職を希望している。

C

　インターンシップは、平成19年度から浦和工業高校において実施し、平成22年
度からは大宮工業高校についても希望生徒が参加する形で実施している。
デュアルシステムについては、両校に参加希望生徒を募り、受入企業とのマッ
チングを行い、4名が参加した。
平成23年度より、上記プログラムに加え、人材育成高度化支援事業を開始。参
加希望生徒と受入企業のマッチングを行った結果、25年度については24名が参
加した。

　インターンシップについて、大宮工業高校に
ついては希望者のみの参加となっているた
め、担当教諭への働きかけを通じて参加生徒
の増加を目指すことが必要。また、受入企業
の確保も重要な課題。
デュアルシステムについては、企業・生徒・学
校のいずれも負担が大きい事業でもあるた
め、参加希望生徒・企業の拡大を図るだけで
なく、生徒と企業のマッチング精度を高める必
要がある。

さいたま商工会議所と連携し、参加希望生徒や受入企業の掘り
起こしに一層努めるとともに、マッチング精度を高める必要があ
る。
また、生徒だけでなく、その保護者に対しても事業を紹介するよ
う学校にお願いすることで、参加希望生徒の拡大を図りたい。

ウ

経済局 労働政策課
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311

親子で行
く！大宮総
合車両セン
ター探検隊

　区民が鉄道とともに発展してきたまち｢大宮｣の魅力を
再認識することを通じ、親子の絆を深め、区民同士の交
流を図るとともに、ふるさと意識の醸成を図る。

　鉄道のまちである大宮に対するふるさと意識の醸成
を図る。
　イベントを通して親子の絆を深めるるとともに区民同
士のコミュニティの醸成を図る。

A

　鉄道のまち「大宮」に対するふるさと意識の醸成を図るとともに、イベントを通
して親子の絆や区民同士の交流を図ることが出来た。

　毎回参加申込者が定員を大幅に上回ること
から、過去に参加実績のない児童とその保護
者を優先するなど、より多くの方々が参加で
きるよう工夫する必要がある。

　過去に参加実績のない児童を優先して抽選を行う。

ウ

大宮区 コミュニティ課
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プロ音楽家
によるコン
サートとジュ
ニア・ブラス・
クリニック

　区内小学校の吹奏楽部生を対象として地元出身のプ
ロ演奏家による専門的な実技指導を実施することにより
演奏技術等の向上を図る。
併せて、全校児童がプロの演奏家による演奏を鑑賞す
る機会を通じ、音楽に対する興味と意欲の向上を図り、
芸術による賑わいのあるまちづくりに資することを目的と
する。

　地元出身のプロ演奏家等を活用することにより、音
楽をはじめとした芸術文化への関心を高めるととも
に、創造性豊かな人材開発を行う。

A

　昨年度は芝川小学校の児童を対象に、プロ演奏家によるコンサート、ブラスバ
ンド児童とのアンサンブル、ジュニア・ブラス・クリニックを実施するとともに、第
二東中学校の吹奏楽部生を対象に同様の事業を実施した。プロの演奏や指導
を身近に体験したことにより、児童・生徒の音楽に対する意欲や技術の向上が
図れたと思われる。

　吹奏楽部生に限らず、全校児童・生徒を対
象に、より創造性豊かな人材育成に繋がるプ
ログラムを検討する必要がある。

　区内未実施校に対し、幅広く実施するとともに、全校児童・生
徒及び保護者が参加できるようプログラムを検討する。

ウ
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大宮落語体
験教室

　大宮区内の小学生を対象として、本市出身等の落語
家から日本の古典芸能である落語を「学び、聴き、そし
て体験する」機会を提供することにより、児童の文化芸
術に対する興味と意欲の向上及びコミュニケーション能
力の向上を図ることを目的とする。

　本市出身等の落語家を活用することにより、児童の
文化芸術に対する興味と意欲の向上を図るとともに、
コミュニケーション能力の開発を行う。 A

　日本の古典芸能である落語を活用することで、児童の文化芸術に対する興味
と意欲の向上を図るとともに、コミュニケーション能力を養う機会に繋がったと思
われる。

　より多くの学校で実施できるよう、文化振興
事業団と連携・協調した計画的な事業の実施
が必要である。

　文化振興事業団の予算事業であることから、翌年度の実施校
の選定や落語家の日程調整等、適宜適切に調整・決定する必
要がある。 ウ
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さいたま市
ジュニアソロ
コンテスト

　次代の文化芸術を担う力を子どもたちの中に育み、若
手アーティストの育成を図り、活動の成果を披露し合うこ
とで技術の向上を図りながら、音楽の楽しさに親しむこと
等を目的として、小・中学生が、吹奏楽編成・金管編成で
使用される管楽器・打楽器での独奏のコンテストを開催
する。

　多くの小・中学生に、目指されるようなコンテストにす
るため、応募者が増えるような充実した内容にする。

A

　平成23年度にさいたま市誕生１０周年記念事業として全国から出場者を募集
した「さいたま市ジュニアソロコンテスト」を、平成24年度から市内在学の小・中
学生を対象として継続して実施していくこととなった。平成23年度の市内小・中
学校の応募者は136人だったが、平成24年度は予選を音源審査へ変更、さらに
25年度に新たに特典も付与した結果、応募者は24年度212人、25年度258人と
増加し、目標を達成することができた。

　行政が主導で、かつ無料で実施しているソ
ロコンテストはあまり例がないため、年々応募
者が増加しているが、事業費の削減が求めら
れる中で、同規模のコンテストを維持していく
のは難しくなっている。今後は、さいたま市文
化振興事業団との類似事業の統合など、事
業費を削減しつつ内容の見直し・充実を図る
必要がある。

　さいたま市文化振興事業団との共同主催事業として実施する
ことで、事業費を抑えつつ、文化振興事業団のノウハウを活か
し、内容の充実を図る。

エ

市民・スポー
ツ文化局

文化振興課


