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 施　策　評　価　表
施策番号 Ⅲ ⅰ 33  重点プラン - 施策名  安心で楽しい育児の推進 所管課  こども福祉課 関係課

 １．施策の概要  ２．施策指標の達成度（定量的評価）

対象  子育て中の世帯や子どもを中心とした市民 指標名 単位 年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32
 平成27年度目標値
 に対する進捗率（％）

目的  子育て中の家庭の育児不安や悩みが解消され、安心して楽しく子育てができるようにします。 計
画
に
基
づ
く

施
策
指
標

① 家庭児童相談室相談件数 件
目標値 2,100 2,200 2,300 2,350 2,500 

79.7 
実績値 2,317 2,024 2,171 1,873 

現状
（計画

 策定時）

 本市では、育児不安や悩みを解消するため、こどもに関する相談を家庭児童相談室や各子育て支援拠点、児童セン
 ター（館）において実施しています。また、子育て支援センターなどの子育て支援拠点において、サークル活動を中心
 とした地域での子育てを支援しています。わこう子どもプラン策定のためのアンケート調査では、家庭児童相談室を利
 用した人の満足度は、79.3％と高い割合を示している一方、子育ての総合相談室及び家庭児童相談室の認知度につ
 いては、それぞれ49.2％、39.7％となっており、十分認知されているとはいえません。

②
 子育てが楽しいと感じる市
 民の割合

％
目標値 71.0 72.0 73.0 75.0 80.0 
実績値  68.5（Ｈ20） 70.0 - －

③  子育てサークル団体数 団体
目標値 20 23 24 25 30 

92.0 
実績値 18 19 23 23 

補
足
指
標

④
目標値

実績値

⑤
目標値

課題
 （計画

 策定時）

 保護者の経済的状況やメンタル面などが影響し、子どもに関する相談が複雑化しています。また、相談できる場所の
 周知が不足しています。また、前述のアンケート調査では、「子育てがつらい」又は「子育てがつらいのと楽しいのと同
 じくらい」と答えた人のうち、40％の人が「つらさを解消するための有効手段」として「地域における子育て支援の充実」
 を求めていることから、この要望に応えることが必要です。

実績値

 施策指標の達成度に関する評価 理由

 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

B
 家庭児童相談室相談件数は減少しているが、実人数はＨ23年度253人からＨ24年度278人に増加している。
 子育てが楽しいと感じる市民の割合については、平成23．24年度の調査を実施していないが、平成25年度に
 は子ども・子育て支援計画策定に関するニーズ量調査において類似の設問を実施予定である。

 ３．施策の取組内容の達成度（定性的評価）

取組
番号

取組内容

 取組内容の評価

事務事業名 課所名 備考
事務事業
評価結果

事業費  今後の方向性

 活動の成果・進捗状況
 未達成事項・

 解決していない課題

 23年度決算額（千円）  24年度決算額（千円）  25年度予算額（千円） 構成事
 業の妥
当性

優先度

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

総額
(A)

特定財源
(B)

一般財源
(A-B)

 1次
評価

 2次
評価

①
児童家庭相談体
 制の充実

 要保護児童対策地域協議会構成機関の連携
 強化により、子育てに不安を抱える家庭の見
 守りをネットワークで行えるようになり、学齢期
 前（新生児・乳児期・幼児期）など早期の段階
 で、児童虐待の発見や児童安全確認を行うこ
 とが可能となった。実務者間の連携も強化され
 ており、個別ケースに対するかかわりをより充
 実させた。
 また、発達支援として、言語聴覚士による言語
 相談、臨床発達心理士による心理相談、保育
 園・幼稚園巡回相談、グループ活動、家庭訪
 問を行い、虐待・育児等の不安解消を図ること
 ができた。

 子どもや家庭に対するきめ細かな
 支援が重要となっていることから、
 必要不可欠な事業である。また、
 相談内容は複雑・多様化してお
 り、問題が深刻化する前の早期発
 見・早期対応のために、より多くの
 事業展開と関係機関との連携強
 化が必要である。

児童相談  こども福祉課  このまま継続 17,030 0 17,030 15,292 1,769 13,523 16,266 1,788 14,478 ○ B B

 助産施設・母子生活支援施設入所  こども福祉課  このまま継続 35 0 35 0 0 0 851 637 214 ○ C C

②
 地域での子育て
 応援体制づくり

 平成23年度事業実績及び平成24年度の事業
 予定を評価・報告するため、次世代育成支援
 対策地域協議会を２回（平成24年7月）平成24
 年10月）に開催した。また、「わこう子どもプラ
 ン」の当事者である子どもからの意見を聴く機
 会として設置している「子ども版地域協議会」を
 市民団体である「わこうこどもサポーターズ」及
 び社会福祉法人和光市社会福祉協議会と協
 働で開催した。開催にあたり、子どもの意見を
 聴くファシリテーターを養成するため、ファシリ
 テーター養成講座を19名の参加者を得て、平
 成24年9月23日に開催した。また、平成23年度
 開催の子ども版地域協議会で出た子どもたち
 からの「フリーマーケットをたくさんやりたい」と
 提案をうけて、「親子ふれあいフリーマーケッ
 ト」を２回（平成24年5月27日と10月21日）開催
 した。「わこう子どもプラン」及び「子ども版地域
 協議会」の取り組み状況については、報告書と
 してHPに掲載している。

 計画の適正な推進のため、受益
 者や第三者評価を入れて管理を
 行っていく必要があることから、地
 域協議会の開催は継続していく必
 要がある。重点事業である「子ども
 版地域協議会」は、参加者が固定
 化されつつあることや参加者が少
 ないことが課題であるため、周知
 方法や内容の検討が必要であ
 る。

次世代育成支援行動計画促進  こども福祉課  このまま継続 76 0 76 118 46 72 127 0 127 ○ B B

次世代育成支援行動計画策定  こども福祉課  H25～ － 2,000 0 2,000 新規 A A
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 施　策　評　価　表
施策番号 Ⅲ ⅰ 33  重点プラン - 施策名  安心で楽しい育児の推進 所管課  こども福祉課 関係課

 ４．これまでの取組に関する施策全体の総合評価  ５．今後の施策の方向性(施策の推進に向けた今後の施策の展開や事業の見直し等)【1次評価(所管課)】
総合評価  理由（施策全体の進捗状況・解決していない課題など）

 1次
評価

 次世代育成支援対策後期行動計画の推進について、評価・推進を行っていき、今後子ども・子育て支
 援事業計画の方へ移行していく。子ども版地域協議会は、開催方法・内容・周知方法を検討し、関係機
 関との連携を図り実施する。

 対象者の方向性
 （増減）（％）

 基本目標に
 対する貢献度

 　Ａ　順調に進んでいる
 　Ｂ　ほぼ順調に進んでいる
 　Ｃ　あまり順調に進んでいない
 　Ｄ　順調に進んでいない

A

 各事業とも必要最低限の事業を効率的に行っている。しかし児童虐待の件数は年々増加傾
 向にあり、要保護・要支援家庭を支援する方策を増やすために、事業展開を図っていく必要
 がある。また、次世代育成支援対策後期行動計画の推進については、第三者評価を適切に
 行なわなければ計画が形骸化するため、継続して地域協議会を開催していく必要がある。

103 B

 ６．今後の施策の方向性【2次評価（行政評価委員会）】

 2次
評価

 今後の計画の策定については、法律や国の各施策に合わせた計画とするとともに、こ
 れまでの当市における各取組の実績や市民ニーズを適切に把握しながら、より実効
 性のある計画となるよう留意すること。

 サービス水準 コスト

現状 方向性 方向性

 当市のサービス水準  理由（近隣他市との比較） B → →

 　Ａ　高い
 　Ｂ　普通
 　Ｃ　低い

B

 近隣他市の家庭児童相談員の配置状況(2名）は、ほぼ人口に応じた数（朝霞市３名、志木市２名、新座市４名）となっているため平均的
 な水準である。次世代育成支援行動計画については、他市でも同様の計画があるが、当事者である子どもの要望や子どもならではの解
 決策を聴く制度は、和光市以外ではあまり見られない。助産施設・母子生活支援施設入所については、児童福祉法に基づき対応している
 ため、他市の水準と大きくずれることはない。

 ７．今後の施策の方向性（次年度行政経営方針）
 サービス水準 コスト コメント

現状 方向性 方向性  今後の子ども・子育て支援のための取組について、総合的に推進するための基本的な指針とな
 る「子ども・子育て支援計画」を策定する。B → →


