
・子どもたちが主体的に育つ環境が整っている ・地域が一体となって、子育てを支える仕組みを整える
・子どもを産み育てる喜びを感じられる ・家庭、地域、学校、市の連携を推進する
・子どもの笑顔があふれている ・関係機関と市民の協働を推進する

18 19 20

充実・
継続

充実・
継続

充実・
継続

整備・
継続

充実・
継続

こども福祉課
教育委員会

地域資源を活用した横断的なネットワーク体制の
構築について検討すること。また、市民ニーズと
は何かを意識調査等で把握することについて検
討すること。

【最重要】
市民やNPO、子育てサークル等と行政が連携
し、就学前から就学後も一体となった体制づく
りを行う。また、その際には、市民ニーズ（子ど
もの立場に立った）を踏まえて、学校と学校外
など専門機関と現場をつなぐ横断的な体制づ
くり（「（仮称）子ども応援課」などの専門部署を
つくる等）を行う。
【重要】
虐待、不登校といった課題やひとりの子どもが
育っていく中での課題が解決できるよう、縦割
りを越えた体制を整備し、市民やNPOを巻き込
んだ地域ネットワークの構築が必要である。

第１次評価（行政評価庁内ワーキングチーム） 第２次評価（行政評価委員会） 第３次評価（和光市総合振興計画施策推進会議）

①行政、市民ともネットワーク体制の整備について
検討する必要がある。②情報提供に対する満足
度を測る指標の整備が必要である。③事業の充
実を図るべきである。④市民ニーズに即した横断
的な課所の設置を検討すべきである。⑤充実して
いないサークル活動に対する市民ニーズを踏まえ
た支援を検討すべきである。以上のことから子育
て施策は、順調に進んでいるが、市民ニーズの把
握をすることにより更なる事業の充実を図るべき
である。

⑤

B B

－

①

こども福祉課
教育委員会

②

③

④

子育て支援の体制整備

「次世代育成支援行動計画」などに基づき、市民のニーズに最も的確に対応できる
市としての横断的な体制を検討します。

市民
学校

こども福祉課
教育委員会

子育てサークルや活動への支援

市民
市民が主体的に行う子育てサークルや子育て支援活動に対する支援を充実します。

C
個々の相談体制、支援体制などは充実さ
れてきているが、市民等のネットワーク化
が図られていない。また、検証する指標
の捉え方の研究がされていない。

第２次評価（行政評価委員会）第１次評価（行政評価庁内ワーキングチーム）

①行政が行っている、個別の相談体制は
整っているが、行政・市民ともネットワーク
体制が整備されていない。②子育てに関
する情報提供は概ね良好である。③施設
に基づく事業が行われていない。④子育
ての施策については、縦割りの組織で対
応している。⑤充実しているサークル活動
はある。

教育支援センターの設置、つどいの広
場の実施など、子育て支援の場や情報
提供、相談体制の充実など基盤は整備
されてきている。その反面、市とNPO・市
民との連携による子育て支援や市の組
織の縦割りによって子育て支援体制が
分断されているなど、保育や教育の現
場が横断的な機能をしていないといった
面が見受けられる。

第３次評価（和光市総合振興計画施策推進会議）

内　　　　　容

地域の子育てネットワークの充実

地域住民同士が子育てを相互に支援するファミリーサポートセンターの活動を充実
するとともに、保育園や幼稚園、学校、市民団体、市の相談窓口などのネットワー
クを強化していきます。

子育てに関する情報提供・啓発事業の充実

子育てに関する出前講座や研修会の実施、フォーラムなどの開催を通して、情報提
供や子育てに関する啓発を行います。

地域と連携した学校運営の推進

学校の安全を確保しつつ、地域に開かれた学校づくりに向けて、学校評議員制度や
地域人材の活用を推進します。また、地域と連携したイベントの開催など、地域と
の交流の機会を増やします。

主な担当部署

こども福祉課
保健センター
教育委員会

教育委員会

協働

市民

市民
学校

21 22
取り組み年度

重点目標２「子どもが健やかに育つまち」

★目指す将来のまちの状態 ★施策の方針

★総合評価

★今後の方向性



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － 71 79 93 120

達成率 － 59.2 65.8 77.5

実績値 － 7,036 6,741 7,989 9,000

達成率 － 78.2 74.9 88.6

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

・乳幼児健診が９０％以上の受診率を
維持
・児童相談の解決率
・つどいの広場の達成

・ファミサポに登録している市民の数
（協力会員）
・不登校の児童・生徒数
・子どもへの虐待・育児放棄件数

・市民の意識改革（ファミサポ協力会
員）
・行政側の働きかけ、情報提供が足り
ない（ファミサポ）
・地域交流問題が分かりにくい（地域と
行政にすき間が生じている）

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

つどいの広場の利用人数 １年度（人）

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

ファミリーサポートセンターに登
録している市民の数

ファミリーサポートセンターに登録（協
力会員）している市民の数（人）

地域住民同士が子育てを相互に支援するファミリーサ
ポートセンターの活動を充実するとともに、保育園や幼
稚園、学校、市民団体、市の相談窓口などのネットワー
クを強化していきます。

市民
学校

こども福祉課
教育委員会

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

ファミリーサポートセンターに登録している市民
の数
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重点目標２「子どもが健やかに育つまち」　①地域の子育てネットワークの充実

★指標



行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

和光市における地域特性を踏
まえ、民生・児童委員、社会福
祉協議会などを活用し、地域
において子育てが行われるよ
う、ネットワークの構築につい
て検討すること。

☆☆☆最重要☆☆☆

虐待、不登校といった課題やひとりの
子どもが育っていく中での課題が解決
できるよう、縦割りを越えた体制を整備
し、市民やNPOを巻き込んだ地域ネッ
トワークの構築が必要である。

☆重要☆

充実してきた相談体制だが、よりわか
りやすくその事業の内容を「子育て相
談ガイドブック」などを作成・配布し、情
報提供する。

C
市民への情報提供方法が図ら
れていない

・社会情勢に伴う民生児童委
員のあり方について検討する
必要がある
・行政の事業としてネットワーク
事業（自治会、テーマコミュニ
ティ等）を増加していく
・時代に即した方法でのアプ
ローチ方法の検討が必要であ
る

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

B

・相談体制は充実している
・民生児童委員及び地域団体
活動支援の体制事業ができて
いない

B

各種相談（児童・教育
など）及びファミリー・サ
ポート・センターについ
ては、充実してきてい
るが、ファミリー・サ
ポート・センターの協力
会員は微増に留まり、
目標値には達成してい
ない。

B

教育支援センターの設
置をはじめ、相談体制
は充実してきたが、対
応が縦割りになってい
て、各所管の連携がと
れていない。また、ひと
りの子どもが育っていく
中での課題が解決でき
るようなネットワークづ
くりがない。

成果指標による目標達成度

○庁内の横断的組織である不登校対策委員会や就学支援委員会を開催するとともに、教育支援セン
ターにおいて、平成２１年度に相談員を１名増員し、相談業務を充実させる予定です！

○和光市要保護児童対策地域協議会において、他部門との連携を図るとともに、つどいの広場を平成
２１年度に１ヶ所新設（予定）し、相談事業の充実を図ります！

○ファミリーサポートセンターでは、積極的に情報提供し、協力会員の増加へつなげ、民生児童委員、社
協及びＮＰＯなどと協力し、地域ぐるみの子育てネットワーク構築を進めます！

○平成１９年度は、子育て支援に関する総合的なガイドブックである、子育て支援ガイドブックを作成しま
した！

★評価

★今後の方向性

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － 1,008 1,171 896 1,220

達成率 － 82.6 96.0 73.4

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

・つどいの広場の達成はしている
・乳幼児検診９０％以上の検診率
・子育て支援センター稼働率の達成

・子育て支援事業に参加していない ・他市町村在住の利用が目立っている
（子育て支援センター）
・指標がない

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

子育て支援センターが実施す
るイベントの参加者数

子育てフェスティバルの参加人数

子育てに関する出前講座や研修会の実施、フォーラム
などの開催を通して、情報提供や子育てに関する啓発
を行います。

市民
こども福祉課
保健センター
教育委員会

★指標

重点目標２　「子どもが健やかに育つまち」　　②子育てに関する情報提供・啓発事業の充実

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

子育て支援センターが実施するイベントの参加者数
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行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

子育て支援センターを活用した
研修会及びフォーラムの開催
をし、子育てに関する情報を提
供するとともに、施設運営に関
して、適正な運営が図れるよう
検討すること。また、利用の負
担の公平性についても検討す
ること。

☆☆☆最重要☆☆☆

個別の対応が必要であるニーズ（チャ
レンジド、外国人親子、ひとり親家庭な
ど）に対応する市民活動をより強くする
支援体制をつくり、事業内容の情報提
供、啓発を充実する。

☆重要☆

個別の対応が必要であるニーズ（チャ
レンジド、外国人親子、ひとり親家庭な
ど）に対応する事業を研究しながら質
を高め、取り組み内容を充実する。

A
子育てに関する情報提供は充
実している。

★今後の方向性

行政側としての充実は図れて
いるが指標（満足度）がないた
め、評価・指標の設定を考えて
いく必要がある。

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

A
子育てに関する情報提供は充
実している。

A

子育て支援センター事
業の実施、乳幼児健
診の検診率など、子育
て支援に関する事業
は充実している。子育
て支援センターの利用
者が県内最大人数の
利用となっており、他
市町村の利用者も多
い。

B

子育て支援の場、情報
提供は、充実してきて
いるが、和光市の問題
である産婦人科の不
足などについての情報
が不足している。また、
その他、チャレンジド、
発達障害、外国人親
子、ひとり親家庭など、
社会問題でもある課題
に対応する事業の充
実や情報提供が不足
している。

成果指標による目標達成度

★評価

○チャレンジド（子どもも含む）み対する支援体制については、各種交流事業（スポーツ大会、バスハイ
ク、水泳教室）などを通じて、相談業務を実施するとともに強化していきます！

○チャレンジド、外国人親子、ひとり親家庭などに対しては、妊婦健診やこんにちは赤ちゃん事業を通じ
て、相談機能を拡充し、保健師を派遣するなど、人的支援に努めていきます！

○外国人親子に対して、特に重要な生活支援に関する情報を極力多言語で提供するよう努めます！

○子育て支援センターについては、平成１９年度から平日開所し、市内利用者だけでなく、チャレンジド
や外国人も受入れ、窓口を広げています！

○家庭訪問を実施するなかで、個別の相談業務の段階で意向確認し、必要なサービス提供につなげて
いきます！

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － － 21 － ↑

達成率 － － － －

実績値 － － － － －

達成率 － － － －

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

・学校独自の備品等購入は充実してい
る
・通学途中の事故がゼロである

・地域と連携した学校運営に課題が残
る

・地域のニーズを踏まえて各校が開か
れた学校づくりの取り組みの充実に努
め、地域との連携を緊密に図っていく
必要がある

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

放課後子どもプランの指導員数 平成１９年度からの事業

★指標

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

学校開放講座の実施数 学校開放講座の実施数

重点目標２　「子どもが健やかに育つまち」　　③地域と連携した学校運営の推進

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

学校の安全を確保しつつ、地域に開かれた学校づくりに
向けて、学校評議員制度や地域人材の活用を推進しま
す。また、地域と連携したイベントの開催など、地域との
交流の機会を増やします。

市民
学校

教育委員会

学校開放講座の実施数

Ｈ２２上昇を目指す！



行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

今後は、地域と連携した学校
運営がさらに実施されるよう、
地域の人的資源を活用し、ソフ
ト面からみた特色ある学校づく
りを進めること。

☆☆☆最重要☆☆☆

市民、保護者のニーズを把握し、地域
と学校の連携の充実や改善を図るた
め、評議員だけではなく、地域の様々
な立場の人々（市民団体等）が学校に
関われる場を設定する。

☆重要☆

学校から、市民、保護者への情報提供
を地域の差なく十分に行う。

－

・指標が少ないため、評価でき
ない
・市民・保護者ニーズの指標が
ない

★今後の方向性

・学習指導要領の趣旨にある
特色ある学校づくりのために平
成１４年度から予算化（市独
自）しているが、今後は内容を
充実させることが必要である
・特色ある学校づくりの予算は
縮小するが、本来の特色ある
学校づくりについては、引き続
き充実を図っていく必要があ
る。

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

C
学校運営についての目標達成
については、施策が不十分で
ある

B

地域住民・学校評議員
を活用した開かれた学
校運営を行ってきてお
り、また、ハード面での
特色ある学校づくりは
充実してきている。しか
し、地域と連携した学
校運営に関しては、目
標達成の指標を測る
施策の抽出が不十分
である。

C

地域と学校の連携のも
と、児童の安全を守る
取り組みは充実してき
ている。しかし、学校の
基盤整備などは、市
民、保護者のニーズを
十分に捉えられていな
い。また、学校からの
情報提供が不十分で
あるため地域で課題を
解決できるほどの連携
が図られていない。

成果指標による目標達成度

★評価

○彩の国教育週間に係る学校公開、市内小中学校のホームページ、学校だより、学校評議員・民生児童委員との定期的な
会議を通じて、地域住民に対して情報の提供を充実させます！

○総合的な学習の時間等で保護者や地域の方々がゲストティーチャーとして支援し、学校とＰＴＡの共催によるイベント（夏
祭り・バザー）やオープンスクール、学校ごとの人材バンクなど、地域とのつながりの取組について情報発信を充実させま
す！

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

整備・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － 1,008 1,171 896 1,220

達成率 － 82.6 96.0 73.4

実績値 － － － － －

達成率 － － － －

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

－ －

・適切な成果指標がない
・今後は、利用・相談する側にたった指
標を図る必要がある

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

子育て支援センターが実施す
るイベントの参加者数

子育てフェスティバルの参加人数

放課後子どもプランの指導員
数

平成１９年度からの事業

こども福祉課
教育委員会

★指標

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

重点目標２　「子どもが健やかに育つまち」　　④子育て支援の体制整備

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

「次世代育成支援行動計画」などに基づき、市民のニー
ズに最も的確に対応できる市としての横断的な体制を
検討します。

－

子育て支援センターが実施するイベントの参加者数
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行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

○今後の組織の検討にあたっては、子どもに関する施策を横断的に調整する組織、また一元化した組
織の設置の必要性について検討していきます！

○保育ニーズの多様化、待機児童解消も目的に保護者の就労形態に関わらず子育て支援事業を実施
するため認定こども園の建設を予定しています！

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

再度、個々の支援体制を検証
するとともに、市民ニーズを把
握し、市民の利便性を考慮し
た横断的な庁内の組織につい
ても検討すること。また、放課
後子どもプランの拡充も図るこ
と。

☆☆☆最重要☆☆☆

市民やNPO、子育てサークル等と行政
が連携し、就学前から就学後も一体と
なった体制づくりを行う。また、その際
には、市民ニーズ（子どもの立場に
立った）を踏まえて、学校と学校外など
専門機関と現場をつなぐ横断的な体制
づくり（「（仮称）子ども応援課」などの専
門部署をつくる等）を行う。

☆重要☆

－

－
・指標が少ないため、評価でき
ない
・市民ニーズの指標がない

★今後の方向性

・家庭児童相談室の充実を含
めた子育て支援に対しての庁
内体制づくりを充実する。（横
断的組織）
・学童保育事業についてH１９
年度から放課後子どもプランと
の連携のため、こども福祉課
から生涯学習課へ移管手続き
を行った。

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

C
・個々の支援体制はあるが、
横断的な支援体制は少ない

B

個々の支援体制（相談
体制）については、充
実しているが、市民の
立場に立った横断的な
組織体制となっていな
い面が見受けられる。

C

保育園の増設など基
盤整備は少しずつなさ
れているが、一方で利
用者が増えていたり、
ニーズが多様化してき
ているので、追いつい
ていない面があり、ま
た子育て支援センター
の日曜閉館を含んだ
遊び場の減少、チャレ
ンジドの学童の待機と
いった個別の課題もあ
る。子どもの立場に
立って部署を越えた横
断的な体制が見えてな
く、現場として機能され
ていない。

成果指標による目標達成度

★評価

○平成１９年度にスタートした「放課後子ども教室」において、地域の方々の参画を得て、様々な体験活
動や交流活動等の取組を推進します！

○チャレンジドの学童保育クラブの待機児童解消策として、和光南養護学校内に公設設置するよう、埼
玉県に要望し、南養護・養護学校と卒業後の就労支援等を通じて、定期的に話し合いを行うなど関係機
関との連携を強化していきます！

○就学前相談、巡回相談など開庁時間の延長も含め、教育支援センター機能の充実を図ります！

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み



18 19 20 21 22

充実・
継続

H13
(5年前値) H16 H17 H18

目標値
(H22)

実績値 － 24 24 24 30

達成率 － 80.0 80.0 80.0

実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率
実績値
達成率

－

・市民による子育てサークルや活動団
体数は増加していない

・市民による子育てサークルを増加さ
せる支援体制づくり
・サークル活動の指標を測るため、新
たな指標を作成する必要がある。

行政評価職員ワーキングチームによるコメント

達成したもの 達成していないもの 課題

指標名 指標設定の考え方・計算根拠

市民による子育てサークルや
活動団体の数

市で把握している市民による子育て
サークルや活動団体数（人）

重点目標２　「子どもが健やかに育つまち」　　⑤子育てサークルや活動への支援

内　　　　　容 協働
取り組み年度

主な担当部署

市民が主体的に行う子育てサークルや子育て支援活動
に対する支援を充実します。

市民
こども福祉課
教育委員会

★指標

市民による子育てサークルや活動団体の数
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行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

行政評価庁内ワーキングチーム(第一次評価) 行政評価委員会(第二次評価) 施策推進会議(第三次評価)

○今後は、土日に事業を組むなど、父親の参加率を上げるための事業を実施していきます！

○現在、小中学校の協力を得て開催している学校開放講座「親子逆上がり教室」「親子料理教室」や放
課後子ども教室の「工作教室」などで、親子参加の講座に父親の参加が増えています！

※施策等の実施状況から見た目標達成度と成果指標による目標達成度の評価については、「A:目標をほぼ達成する　B:目標をやや下回る　C:
目標を下回る　D:目標を大幅に下回る」の４段階で評価している。

教育支援センターの活用を図
り、教育委員会、児童福祉、障
害福祉等の担当により、学習
障害等に対応した横断的な組
織体制をさらに充実するととも
に、つどいの広場の未整備箇
所についても検討すること。

☆☆☆最重要☆☆☆

子育て支援活動に対する支援をより充
実させるため、国などの補助金をもっと
活用し、事業を充実する。

☆重要☆

父親の子育て参加事業や中高生の居
場所づくり事業をNPOと協働して進め
る。

○子育て支援センターにおいては、国庫補助金を活用し、事業を推進しています！

○子育て支援に対する支援をより充実させるため、対応については関係課と協議検討していきます！

C
・子育てサークル団体の数が
増加していない

★今後の方向性

・市民ニーズに合った、子育て
サークル（自主グループ）活動
が活発となるような支援の検
討が必要である

施策等の実施状況から見た目標達成度
施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

施策等の実施状況及び成果指
標による目標達成度

B
・療育サークルは充実している
が、その他のサークルは充実
していない

B

未就学児の療育サー
クルについては、充実
し、就学児の学習障害
に対する庁内の横断
的な組織体制も整備し
ている。しかし、次世代
の計画に基づく、つど
いの広場の設置箇所
（３ヶ所）については、
目標を達成していな
い。

C

就学前の療育、つどい
の広場などは充実して
きている一方、市民に
よる子育てサークルや
活動団体は増えてな
く、その支援体制は弱
い。また、父親、中高
生の居場所なども同様
に政策が不明確で取り
組みは十分ではない。

成果指標による目標達成度

★評価

○プレパパママ教室後の継続支援、赤ちゃん学級後の自主的サークル育成支援など、乳幼児早期から
の自主的なサークル活動の意識的な育成と支援を充実させていきます！

★施策推進会議の報告に対する市の主な取り組み


