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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 2,300 2,350 2,500 

82.3 
実績値 2,317 2,024 2,171 1,873 1,933 1,894 

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 74.0 75.0 80.0 

90.7 
実績値 68.5（Ｈ20） 70.0 - － 68.0 33.9 

③  子育てサークル団体数 団体
目標値 20 23 24 24 25 30 

84.0 
実績値 18 19 23 23 21 12 

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

 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。ネウボラ事業の開始
 など、相談拠点が分散化されていることが家庭児童相談室単体の相談件数の軽減に繋がっていると考えら
 れる。子育てサークルについては大幅に減少しており、地域コミュニティへの協力が必要である。

 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

 25年度決算額（千円）  26年度決算額（千円）  27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

 地域包括ケアシステムの構築を目指し、わこう
 版ネウボラ事業を開始した。このため要保護
 児童対策地域協議会の体制についても地域
 包括ケアを見据えた体制作りへと見直し、中
 央コミュニティケア会議を中心とした、福祉部
 門全体を統一する要保護児童対策体制へシ
 フトした。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、困難ケースに
 ついてはコミュニティケア会議によって他業種
 他制度の職員の意見を交えて検討を行った。
 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。わこう版ネウボラ事
 業によりリスクの早期発見体制を
 構築したが、より地域における包
 括的ケアが実現できるよう、ネット
 ワークの強化を図る必要がある。

児童相談  こども福祉課
 子どもプラ
 ンＨ26

 このまま継続 15,949 1,788 14,161 16,571 1,196 15,375 25,089 2,496 22,593 ○ A A

 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 1,202 869 333 746 0 746 1,128 844 284 ○ C C

②
 地域での子育て
 応援体制づくり

 和光市子ども子育て支援会議を年６回、部会
 を年５回開催し、和光市子ども・子育て支援計
 画を策定した。また、新制度施行に向けて、必
 要な条例等の制定を行った。

 策定した和光市子ども・子育て支
 援計画で検討課題となっている事
業

次世代育成支援行動計画策定  こども福祉課  H25～  このまま継続 4,258 0 4,258 5,559 5,000 559 4,650 3,336 1,314 ○ B B

次世代育成支援行動計画促進  こども福祉課 終了（廃止・休止） 109 0 109 22 0 22 0 0 0 廃止 -

 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

 和光市子ども・子育て支援事業計画に基づき、事業を展開していく。  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、わこう版ネウボラ拠点の整備により、地
 域における相談拠点が整備された。これにより市民に身近な地域において子育て不安を
 解消し、安心して子育てができる仕組みづくりを進めることが出来た。
 子ども・子育て支援事業計画については、平成２７年３月に策定することが出来た。

110 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

 市民ニーズを適切に把握するとともにわこう版ネウボラ事業の特長を生かした効果
 的な相談体制を構築し運用していく。

優先度  取組の進捗状況  コスト増加等の必要性

○
 当市のサービス水準  理由（近隣他市との比較）

 　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。子ども・子育て支援事業計画の策
 定については、他市にはないアウトカム指標を用いたニーズ調査を行っており、和光市独
 自の計画策定が出来た。

 ７．今後の施策の方向性（次年度行政経営方針）
優先度  コスト増加等の必要性 コメント

0 0
 市民ニーズを適切に把握するとともにわこう版ネウボラ事業の特長を生かした効果的な相談体制を
 構築し運用していく。

1


