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B6,551 6,314 0 6,314 ○ A

A

次世代育成支援行動計画策定 こども福祉課 H25～ 改善して継続 6,551 0

109 126 0 126 ○ Cこのまま継続 118 46 72 109 0

②
地域での子育て
応援体制づくり

昨年度に引き続き、次世代育成支援後期行動
計画に基づき、子ども版地域協議会、地域子育
て支援拠点事業、子育てサークル支援、ファミ
リーサポート事業などを進めるほか、平成25年
度より保護者の孤立予防のための訪問型子育
て支援を行う「ホームスタート事業」を開始する
ことで計画の促進を図ることができた。
また、平成27年度より（仮称）和光市子ども・子
育て支援事業計画を開始するため、4回の子ど
も・子育て支援会議を開催し、ニーズ調査及び
素案の作成を行った。

子育てについて、切れ目の無い支
援を行うために、次世代育成支援
行動計画から子ども・子育て支援
事業計画への移行をスムーズに
行う必要がある。そのために、広く
市民に周知・広報を行う。

次世代育成支援行動計画促進 こども福祉課

○ C C1,202 869 333 851 637 214

○ 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 0 0 0

15,949 1,788 14,161 16,009 550 15,459こども福祉課 このまま継続 15,292 1,769 13,523

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の体制を見直し、
要保護ケースを包括的に支援するため、個別
ケース会議機能の充実を図った。具体的には、
子育てに不安を抱える家庭の課題解決をチー
ムケアにおいて行い、重点ケースについては定
期的に個別ケース会議を実施し、都度ケアプラ
ンの見直しを行った。また、平成２６年度より開
始予定であるケア会議（児童部会）の実施に向
けて、各実務者に周知・研修を行った。
また、発達支援事業としては、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
を実施したほか、保育園・幼稚園巡回相談、グ
ループ活動（たけのこ・かるがも）、家庭訪問を
行い、育児等の不安解消を図ることができた。

児童虐待通告件数は近年増加傾
向にあり、また内容も複雑・多様化
している。そのため、事態が深刻
化する前に子どもや家庭に対して
きめ細かかつ迅速な支援が重要と
なっている。要保護児童対策地域
協議会を中心とした、ネットワーク
を活かしたチーム対応をより充実
させていく必要がある。

児童相談

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)

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

24年度決算額（千円） 25年度決算額（千円） 26年度予算額（千円） 構成事
業の妥
当性

優先度

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隔年で増減を繰り返しており、目標値から離れつつある。子育てが楽しいと感じる
市民の割合については、前回ニーズ調査からほぼ横ばいである。その原因については現在検討中であり、子
ども・子育て支援事業計画に反映していく予定である。子育てサークル数についてはほぼ上げ止まり傾向にあ
り、ハード面での限界に近づいているものと思われる。

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

施策指標の達成度に関する評価 理由課題
（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
⑤

目標値

実績値

21

補
足
指
標

④
目標値

24 24 25 30
84.0

実績値 18 19 23 23
③ 子育てサークル団体数 団体

目標値 20 23

75.0 80.0
90.7

実績値 68.5（Ｈ20） 70.0 - － 68.0

71.0 72.0 73.0 74.0

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

82.3
実績値 2,317 2,024 2,171 1,873 1,933

2,100 2,200 2,300 2,300 2,350 2,500

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

H23 H24 H25 H26 H27 H32

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

所管課 こども福祉課 関係課

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

1



- - 所管課 こども福祉課 関係課

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

B → →

　Ａ　高い
　Ｂ　普通
　Ｃ　低い

B

和光市の家庭児童相談員は２名であり、近隣他市の配置状況は、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。子ども・子育て支援事業計
画の策定については、近隣市でも会議の開催及びニーズ調査を進めており、内容について
の差はあるものの、進捗についての大きな差はない。

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

当市のサービス水準 理由（近隣他市との比較） B → →

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

平成２７年度からの事業計画等に基づき、各取組に適切に対応していく必要がある。特
に児童虐待に関しては、市としての対応だけではなく、一次評価にあるような関係機関
とのネットワークを構築することで対応していくことが重要である。

サービス水準 コスト

現状 方向性 方向性

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

次世代育成支援行動計画並びに子ども・子育て支援事業計画に基づき、今後も子育て支援施策の展開
を図っていく。児童相談については市内外関係機関とのネットワーク化を推進し、児童虐待の予防を図っ
ていく。

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

児童相談件数については近年増加傾向にあるが、家庭児童相談室や子育て支援拠点等に
おいて適切に対応している。しかしながら今後も相談件数が増加し、内容も複雑化してくるこ
とを考慮した場合、新たなシステム作りをする必要がある。
次世代育成支援行動計画及び子ども・子育て支援事業計画については、それぞれ地域協議
会及び策定委員会を開催し、適切に評価及び策定を行っている。
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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)】
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