八潮市次世代育成支援行動計画実施状況（平成２５年度）
※
主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

は重点施策
２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題

今後の取組及び方向性

１ 安心して子育てするために
(1)地域における子育て支援の充実

1

2

3

保護者の急病・急用により児童の
保育が困難になったとき及び保護 子育て支
者のリフレッシュを目的とした一
援課
時保育事業を実施します。

継続

駅前保育所における一時保育事業の拡充を行い、土・日曜
日、祝日に保育事業を実施しています。
また、一時保育事業に対する保育需要に対応するため、平成
今後も一時保育事業利用者の利便性の向上に努めていくとと
２５年７月から新たにけやきの森保育園やしおと、八潮かえ
もに、平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援
で保育園の２か所において、一時保育の実施を開始いたしま
事業計画」において今後の保育の量の見込みを検討します。
した。
実施箇所３か所、実施日数３５３日、延べ利用人数２,９６３
人。

市内の私立幼稚園において教育時
教育総務
預かり保育事業 間の前後に園児を預かる預かり保
課
育事業を促進します。

継続

各幼稚園の預かり保育事業について充実が図られるよう、今
市内６幼稚園すべての幼稚園において預かり保育を実施しま
後とも幼稚園の運営に係る支援等を通じ当該事業の促進に努
した。
めます。

一時保育事業

子育てや子どもの発達、就学に関 健康増進
課
することなど、家庭児童相談室、
子育て家庭への
保育所、保健センター、教育相談
相談事業
所等における子育て家庭への相談
事業の充実を図ります。

継続

子育てや子供の発達、就学に関すること等、家庭児童相談
年間1,026件の家庭児童相談を受け付け、子育て支援を実施し
室、保育所、保健センター、教育相談所等における子育て家
ました。
庭への相談事業の充実を図ります。

子育て支
援課

子育て電話相談事業（中央保育所内で保育士が対応）を実施 相談窓口の広報を充実させます。また、子育てアドバイザー
し、１４件の相談を受けました。
等の人材育成を図ります。
教育相談所において、来所や電話、訪問相談等の教育相談を 今後も相談案内リーフレットを配布し周知を図るとともに、
実施しました。延べ3,222件の相談がありました。
活用しやすい体制づくりを推進していきます。

指導課

4

市内の私立幼稚園における教育相
幼稚園における
教育総務
談及び子育てに関する情報の提供
教育相談事業
課
を促進します。

子育てや子どもの発達等に関する各種相談を実施しました。
・乳幼児相談
育児相談や子どもの発育発達相談が、適切な時期に気軽に受
１２回、延べ７２１人。
けられるよう、相談事業の周知を図るとともに実施方法等を
・すこやか相談
検討しながら継続して実施します。
３６回、延べ２０８人。
・電話相談は随時実施

継続

市内６幼稚園中、定期的な相談を実施した幼稚園は３園、随
各幼稚園の相談事業について充実が図れるよう、今後とも幼
時相談を実施した幼稚園は、園庭開放時に行う等全６園で実
稚園の運営に係る支援等を通じ当該事業の促進に努めます。
施しています。
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広聴広報
課

5

広報紙及び市 様々な子育て支援情報を提供する 子育て支
ホームページで ため、広報紙やホームページにお
援課
の情報提供
ける情報の充実を図ります。

現状と課題
今後の取組及び方向性

広報紙やホームぺージに子育て支援に関する情報を集約して 広報紙やホームページの掲載内容を検証し、市民が必要とし
情報を掲載しました。
ている情報を分かり易く提供します。

継続

市ホームページの「子育て」のコーナーで様々な子育て支援
「子育て応援ガイド」、広報やしお、ホームページにおい
情報を市民に提供しました。また、市広報紙の「子育て情報
て、今後もより分かりやすく充実した情報提供をします。
コーナー」に毎月子育てに関する記事を掲載しました。
広報やしおに「すこやかカレンダー」を毎月掲載し、各種事 引き続き、広報や健康だより等を通じて情報提供するととも
業の日程等を案内しました。また、年間の事業予定や医療機 に、各種事業を通じて必要な方へ適切な時期に情報提供でき
関情報を掲載した「健康だより」を毎年発行しています。
るように努めます。

健康増進
課

6

子育てサークル 子育てサークルの活動を支援し、 子育て支
の育成
サークルの育成を図ります。
援課

継続

子育てサークルの活動状況を把握し、児童館、子育てひろば 社会福祉法人等との協働による展開を検討し、引き続き情報
等に設置し市民に周知しました。
提供の充実を図ります。

7

活動団体の相互
行政と子育てサークル等関係機関
連携及び団体・
子育て支
のネットワーク化について検討を
行政のネット
援課
行います。
ワークの構築

継続

子育て支援関係団体と連携し子育て応援ガイドを作成し配布 引き続き、子育て応援ガイドを作成し配布していきます。ま
しました。また、行政と子育て関係機関とのネットワークの た、子育て支援関連団体等とのネットワークを構築し協力体
構築について検討を行いました。
制を整備していきます。

8

民生委員・児童
民生委員・児童委員、主任児童委 社会福祉
委員、主任児童
員の活動を支援します。
課
委員の活動支援

継続

八潮市民生委員・児童委員協議会に対し、補助金11,517千円
引き続き実施し、協議会の活動に対する支援を実施していき
を交付するとともに、民生委員・児童委員、主任児童委員活
ます。
動に対する支援を実施しました。

継続

入会説明会４回（３０人参加）、講習会４回（１２人参加）、全体
交流会１回（１１人参加）を実施しました。また、入会説明につい
ては、センター内でも随時実施しました。
実施箇所１か所、援助活動２，０６７件
平成２５年度末会員数４３８人。
また、ファミリー・サポート・センターで援助が困難な病児・病後
児や宿泊を伴う保育、緊急的な一時保育について緊急サポートセン
ターに委託し、援助活動事業を実施しました。援助活動２４件、平
成２５年度末会員数１３２人。

9

育児の援助を受けたい人と援助を
ファミリー・サ したい人が会員となり援助を行う
子育て支
ポート・セン 会員組織の充実を図るとともに、
援課
ター事業
会員の資質の向上を図るための研
修等を行います。

引き続き実施し、会員組織の充実を図っていきます。
会員相互による子育て支援制度であり、登録会員の増強と利
用機会の拡充を図るため、随時制度の啓発に努めます。今後
は民間委託等、他の方策についても検討していく必要があり
ます。
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概ね３歳未満の児童と保護者の子育て親子が集える場所とし
て、地域の子育て関連情報の提供や子育て相談等を行い子育
子育て支援拠点を設置し、地域の
現在ある地域子育て支援拠点を充実させ、子育て支援の充実
地域子育て支援
子育て支
て支援の充実に努めました。
10
子育て支援機能の充実を図りま
５か所
を図っていきます。また、必要に応じて子育て支援拠点の設
拠点事業の充実
援課
実施箇所６か所(ひろば型４か所、サロン型１か所、出張型１
す。
置を検討します。
か所）
延べ利用人数３０,３８７人。
(2)親と子の健康と福祉の充実

1

妊産婦の健康の保持増進を図るた
め、公費による妊婦健康診査の受
診機会を拡大するとともに、健康
妊産婦の健康づ
健康増進
相談や健康教育を実施します。特
くりの推進
課
に仲間づくりや父親の育児参加を
すすめ、子育てに伴う喜びを実感
できるよう支援していきます。

2

児童虐待の発生を予防するため、
乳児のいる家庭を全戸訪問し、妊
娠届出時のアンケートやその他の
乳児家庭全戸訪 各母子保健事業と併せて、妊娠・ 健康増進
問事業
課
出産・育児期に養育支援を必要と
する家庭の早期把握の充実に努め
ます。

3

4

出産後間もない時期や、様々な原
養育支援訪問事
健康増進
因で子どもの養育が困難になって
業
課
いる家庭に対して、育児・家事の
支援や、具体的な育児に関する助
言を行うことにより、個々の家庭
の抱える養育上の諸問題の解決、 子育て支
援課
軽減を図ります。
妊産婦や乳幼児の健康の保持増進
を図るため、新生児、乳幼児の家
母子保健訪問指 庭訪問を充実し、育児不安の軽減 健康増進
導の推進
を図ります。また、平成21年度に
課
埼玉県から権限移譲を受けた、未
熟児訪問を充実します。

継続

妊婦健康診査については、一人当たり１４回までエイズ検査
等を公費助成し、延べ８,８７７件の利用がありました。ま
た、月１回、平日にプレママサロン(妊婦の交流会、講習
会)、日曜日にパパママ学級(両親学級)を実施しました。
・プレママサロン
１２回、延べ１６９人。
・パパママ学級
１２回、母親１２８人、父親１２２人、合計２５０人。

妊娠・出産に関する正しい知識の獲得、仲間づくりや社会資
源の紹介等を現状の事業の中で継続して実施していきます。
また、妊娠・出産についての最新情報や参加者の意見等を踏
まえ、随時内容を検討していきます。

継続

原則第１子には助産師による新生児訪問、第２子以降につい
ては乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん訪問）を実施し、
乳児のいる家庭への全戸訪問を目指しました。また、訪問に
より、養育支援の必要な家庭の早期発見・早期支援を行いま
した。
・こんにちは赤ちゃん訪問２１２人。

妊娠届出時のアンケートを継続して実施するとともに、乳児
家庭全戸訪問事業の円滑な実施を目指し、それにより、支援
が必要な家庭を早期に把握し、養育支援訪問事業と連携を図
り支援を行っていきます。

虐待予防の観点から、妊娠届出時にアンケートと保健師によ 妊娠届出時のアンケートを継続して実施することにより、支
る面接を実施し、その結果をもとに、母子保健訪問事業・電 援が必要な家庭を早期に把握し、子育て支援課等と連携を図
話・来所相談等で、早期からの支援を行いました。
り支援を行っていきます。
継続
事業実施に向け、調査研究を行いました。

継続

早期の実施に向け、調査研究、検討をしていきます。

助産師による新生児・妊産婦訪問、保健師による訪問を実施
しました。
・助産師による訪問
乳児家庭全戸訪問と併せて、新生児、乳幼児の家庭訪問を充
新生児及び乳児４２９人、産婦４３２人。
実させていきます。
・保健師による訪問
妊婦延べ９人、乳幼児延べ２７９人、育児不安等のある保
護者延べ２２０人、未熟児延べ４８人。
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5

疾患や障がいの早期発見と早期治
療・療育につなげるため、従来か
ら実施している４か月児、１歳６
か月児、３歳児の各健康診査に加
乳幼児の健康づ え、１０か月児健康診査の実施し 健康増進
くりの推進
ます。また、定期予防接種や乳幼
課
児相談を実施するとともに、発達
障がいに関する内容も含め、子ど
もの健康問題等についての健康教
育を実施します。

継続

乳幼児の健康診査として、４か月、１０か月、１歳６か月、３歳児健康診査
を実施しました。また、保健センターでは毎月乳幼児相談を実施し、市内
４ヵ所の「子育てひろば」においては子供の歯の健康や事故予防について健
康教育を実施しました。定期予防接種については委託医療機関で実施しまし
た。
・４か月児健康診査 ７３３人。
・１０か月児健康診査 ６５８人。
・１歳６か月児健康診査 １６回、７３４人。
・３歳児健康診査 １６回、７１０人。
・乳幼児相談 １２回、延べ７２１人。
・「子育てひろば」での健康教育 ９回、延べ８５人
・定期予防接種 延べ１６,８２８人。

6

発育発達等が心配な乳幼児を対象
に小児発達専門医、臨床心理士、
すこやか相談の
健康増進
言語聴覚士等の専門職による相談
充実
課
を実施し、発達障がいの早期発
見、早期支援に努めます。

継続

月1回すこやか相談を実施していますが、特に心理発達面の相
必要な時期に、また早期の相談につながるよう、実施回数を
談件数が増加しているため、回数を増加しました。
調整しながら継続して実施していきます。
・すこやか相談 ３６回、延べ２０８人。

7

初期診療である休日診療所の円滑
な運営とともに、東部５市１町に
救急医療支援事 おける小児の第二次救急医療に協 健康増進
業の充実
力する医療機関に対し支援を行い
課
ます。(２２年４月から東部６市
１町となります）

継続

東部６市１町における小児の第二次救急医療に協力する医療
継続して、休日診療所の円滑な運営と第二次救急医療体制の
機関に対し支援を行いました。また、日曜、祝日、年末年始
充実に努めます。また、保護者の不安の軽減を図るため、情
に休日診療所を開所しました。
報の提供やかかりつけ医の普及・定着を図っていきます。
休日診療所利用者８７８人。

8

八潮市母子愛育 母子の健康づくりを推進している
健康増進
班連合会の育 八潮市母子愛育班連合会の活動を
課
成・活動支援 支援します。

継続

１６回の役員会、錬成会、愛育会事業等に保健師が参加し、
引き続き役員会や錬成会等に保健師が参加し、活動を支援し
活動を支援しました。会員数２５人、参加会員数は延べ１７
ていきます。
０人。

9

心身の障がいや発達の遅れのある
子どもを対象に、専門職による日
心身障害児訓練 常生活に必要な基本動作の指導や 子育て支
施設の充実
訓練を行うため、心身障害児訓練
援課
施設における療育機能の充実を図
ります。

継続

許可児童定員２０人に加え待機児童・集団遊びを希望する児
童の需要を解消するため、外来児童を対象とした「わかばの
許可児童と外来児童のバランスに配慮しながら、療育通所希
日」を毎週水曜日に設け親子ふれあい遊び・集団遊びを実施
望者の需要に対応していきます。また、健康増進課及び障が
しました。
い福祉課と連携し、充実を図る必要があります。
年間では許可児童が平均１１人、延べ人数６７８人、外来児
童が平均４１人、延べ人数６２６人。

10

障がい(発達障がいを含む。）に
障がいについて
障がい福
ついての理解を深めるため、適切
の情報周知
祉課
な情報の周知に努めます。

継続

広報紙のふれあい福祉コーナーへの掲載や、ホームページへ 今後も継続して広報紙やホームページ等で周知してまいりま
障がいや制度についての掲載や冊子の配布を行いました。
す。

健診未受診者へは積極的に受診勧奨を行うとともに、各事業
の実施方法について随時検討しながら継続して事業を実施し
ていきます。
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(3)児童虐待防止対策の推進

1

2

虐待の早期発見及び適切な初期対
児童虐待防止の 応を行うため、市民に対し、広報
啓発
等により児童虐待防止の啓発の充
実を図ります。

子育て支
援課

広報やしお（11月10日号）に児童虐待の防止に関する記事、 児童虐待の早期発見及び適切な初期対応を行うため、市民に
各種相談窓口を掲載し、周知、啓発を図りました。
対し、広報等により、啓発の充実を図ります。
継続

指導課

保健・医療・福祉・学校等関係機
虐待相談体制の
子育て支
関との連携を図り、虐待に関する
充実
援課
相談体制を充実していきます。

継続

健康増進
課

3

要保護児童対策
地域協議会によ
る子どもを守る
地域ネットワー
クの機能強化

児童虐待問題に対応するため、要
保護児童対策地域協議会を充実さ
せ関係諸機関との連携強化を図る
子育て支
とともに、子どもや家族への最適
援課
な支援・援助の方法を講ずること
で、虐待の未然防止や再発防止に
努めていきます。

5

ＤＶ庁内担当者 ＤＶ庁内担当者連絡会議と虐待対
連絡会議との連 策との連携・強化を図り、虐待の 人権・男
携・強化
早期発見・予防に努めます。
女
共同参画
課
専門相談員による女性を対象とし 人権・男
女性相談事業の
たカウンセリング及び心のケアに 女
共
充実
努めます。
同参画課

児童虐待等の児童相談について、児童相談所その他の関係機 相談に当たる職員の専門性を高めるとともに、保険、医療、
関と連携し、問題の解決を図りました。平成25年度は、児童 福祉、学校等関係機関の連携を強化し、相談体制の充実に努
相談35件のうち、児童虐待に関する相談が27件ありました。 めます。
子育て支援課主管による個別ケース検討会議（月１回）に参 会議への参加やケースを通じ、関係機関との連携を密に図
加し、他課や関係機関との連携を図りました。
り、相談体制を充実させていきます。

継続

児童虐待を含む要保護児童対策を図るため、代表者会議1回、
実務者会議3回、個別ケース検討会議12回を開催することによ
り、関係機関との連携を強化し、問題の解決に当たりまし
た。

児童虐待に適切に対応できるよう関係機関との連携を図るた
め、要保護児童対策地域協議会を設置しており、子どもや家
族への適切な支援･援助の方法を講じるとともに、児童虐待の
未然防止や再発防止に努めていきます。

支援を要する女性からの相談に応じ、婦人相談センター、児
DV庁内担当者会議との連携を強化し、児童虐待の早期発見、
童相談所その他の関係機関と連携を図りつつ、適切な支援を
予防を図っていきます。
行いました。

子育て支
援課
4

児童虐待防止に関わる研修会に各学校の人権教育主任等を参
会議への参加やケースを通じ、関係機関との連携を密に図
加させるとともに、市教委主催の校長会等において啓発に努
り、相談体制を充実させていきます。
めました。

継続

ＤＶ庁内担当者連絡会議及びスーパービジョンを実施しまし
た。
・ＤＶ担当者連絡会
継続して実施していきます。
議 １回
・スーパービジョン
１回
・一時保護 ３件

継続

毎週水曜日午前10時～午後4時（駅前出張所内相談室）に予約
制による相談を実施しました。
継続して実施していきます。
相談件数 169件

継続

児童手当（月額10,000円又は15,000円）又は特例給付（月額
支給システムの効果的な運用による事務処理の迅速化に努め
5,000円）を、延べ児童数140,777人、1,554,400,000円支給し
ます。
ました。

(4)経済的支援の充実
1

児童手当支給事 小学校修了前の児童を養育する保
子育て支
業（子ども手当 護者に対し、児童手当を支給しま
援課
に移行）
す。

5

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題
今後の取組及び方向性

2

子どもを養育しているひとり親家
児童扶養手当支
子育て支
庭の親に児童扶養手当を支給しま
給事業
援課
す。

継続

延べ9,295件、357,253,860円を支給しました。なお、平成25 手当の適正な支給とともに、母子家庭等の自立に向けた総合
年度末現在の受給者は、773人。
的な支援を図っていきます。

3

母子家庭の自立を促進するため、
自立支援給付金
子育て支
教育訓練給付金事業及び高等技能
事業
援課
訓練促進費を支給します。

継続

高等技能訓練促進費を1人に対し、年間合計846,000円支給し 制度の周知により利用の増加を促し、資格取得による就業の
ました。教育訓練給付金の申請はなく、支給はありませんで 増加を図っていきます。また、制度改正により、父子家庭の
した。
父が新たに対象となったことから、周知に努めます。

4

子どもを養育しているひとり親家
ひとり親家庭等
子育て支
庭の親等に対し、医療費を支給し
医療費支給事業
援課
ます。

継続

延べ10,761件、27,097,430円を支給しました。

制度の維持、周知を図っていきます。

5

こどもの保健の向上と福祉の増進
こども医療費支
を図るため、通院分は小学校就学 子育て支
給事業
前まで、入院分は中学３年生まで
援課
こども医療費を支給します。

継続

延べ98,973件、166,098,401円を支給しました。

対象年齢の拡大等、制度の目的に必要な検討を行うととも
に、適正な医療費の助成を図っていきます。

6

保護者の経済的負担を軽減するた
め、私立幼稚園児保護者に対して
私立幼稚園の就 就園奨励費（所得等に応じた額） 教育総務
園助成事業
又は就園助成金（就園奨励費の支
課
給対象とならない保護者に対し、
定額18,000円）を支給します。

継続

平成２５年度就園奨励費補助金及び就園助成金補助を行いま
した。
・就園奨励費
１,２１９人
１３０,８３４,４００円
・就園助成金
２８１人
４,９７１,９００円

平成２６年度については、国の幼稚園就園奨励費補助金の限
度額の改正と、これに併せた市の就園奨励費補助金交付要綱
の改正が行われます。
今後とも、国の制度改正はもとより人口増加の動向等に留意
しながら、保護者の経済的負担の軽減が図られるよう、継続
して事業を実施していく必要があります。

２ 子育てと仕事を両立させるために
(1)保育サービスの充実
保護者の就労又は疾病等により、
平成２５年４月にけやきの森保育園やしおと、八潮かえで保
日中家庭における保育ができない
育園の２か所の私立認可保育所を開設したことに伴い、市立
児童を対象に、保護者に代わって
保育所８か所と、民間保育所４か所の計１２か所で保育を実
保育を行います。また、保育指針 子育て支
1
通常保育事業
１０か所 施しました。
に基づき、子どもの発達や学びの
援課
また、駅前保育所については引き続き、指定管理者制度によ
連続性を確保する観点から、幼児
る保育事業を実施しました。
教育と小学校教育の円滑な接続を
実施箇所１２か所、延べ入所人数１０，４９５人。
図ります。
中央保育所と、南川崎保育所、駅前保育所、八潮ひまわり保
保護者の就労形態等により、長時
育園の４か所の保育所で、７時から１９時までの保育を実施
間保育を必要とする児童に対し、
いたしました。
延長保育を実施しています。さら 子育て支
また、やしお花桃保育園と、平成２５年４月に新たに開設し
2
延長保育事業
５か所
に今後の需要に応じて延長保育を
援課
たけやきの森保育園やしおと八潮かえで保育園の３か所で、
実施する保育所を増やすことにつ
７時３０分から１９時３０分までの保育を実施いたしまし
いて検討を行います。
た。
実施箇所７か所、延べ利用人数１，８４４人。
3

休日保育事業

新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
画」において今後の保育の量の見込みを検討します。

新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
画」において今後の保育の量の見込みを検討します。

就労等で休日に保育を必要とする
新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
子育て支
駅前保育所における一時保育事業を拡充する形で、休日保育
人に対応するため、休日保育の実
１か所
成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
援課
を実施しました。
施を検討していきます。
画」において今後の保育の量の見込みを検討します。

6

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

4

多様な保育ニーズに対応するため
駅前保育ステー 保育ステーション、一時保育及び 子育て支
ション事業
低年齢児を対象とした通常保育等
援課
を行います。

5

現在、南川崎保育所では、職員の
専門性を図りながら、障がい児ク
ラス「ばら組」の保育を実施して
障がい児保育事 います。今後も、障がいがあって 子育て支
業
も集団保育が可能な児童に対し、
援課
全保育所で保育ができる体制を整
えるとともに、専門職による個別
指導の充実を図ります。

6

計画的な修繕を行い、施設の安全
保育施設の安全 確保を図るとともに、避難訓練・ 子育て支
確保
防犯訓練等を実施して安全管理に
援課
努めます。

7

子育て支
援課
保育サービスに関し、広報紙や市
保育サービスの
ホームページ等での情報提供の充
情報提供
実に努めます。
広聴広報
課

8

9

保育士の研修等を充実し、保育指
針等を踏まえた保育の質の向上、
保育士研修の充
子育て支
保育士の専門性の向上を図るとと
実
援課
もに、質の高い人材の安定的確保
などに努めます。
公立保育所において第三者評価機
関による評価を行い、保育等の評
価・内容を公表する「第三者評価
第三者評価制度
子育て支
制度」の活用や保育所入所児童の
等の活用
援課
保護者からの苦情に迅速に対応す
る体制について調査・研究を行い
ます。

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題
今後の取組及び方向性

継続

新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
駅前保育所において一時保育、送迎保育及び低年齢児を対象 成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
とした通常保育を実施しました。
画」において、今後の事業実施の方針・位置づけを検討しま
す。

継続

南川崎保育所「ばら組」での障がい児保育を実施し、時間外
保育も実施しました。また、入所児童と保護者が専門職より
個別指導を受けました。保育士も専門職によるアドバイスを
受け個々の対応に努めました。

継続

計画的な修繕や避難訓練・防犯訓練等の実施により、施設の
保育所の消防設備や屋根等の修繕を行いました。また、各保 安全管理に努めます。
育所において年１２回程度の避難訓練及び年６回程度の防犯 また、中央保育所建物の耐震診断を平成２５年度に実施した
訓練を実施しました。
ことから、耐震診断の結果を踏まえ今後の対応について検討
します。
広報紙や市ホームページ等での情報提供の充実に努めまし
た。

今後も児童一人ひとりの発達に合わせたきめ細かな障がい児
保育を継続して実施するとともに、集団保育が可能な障がい
を持った児童の受け入れを拡大するために保育体制を整備し
ていきます。

多種多様な伝達方法により、引き続き情報提供の充実に努め
ます。

継続
広報紙やホームページに保育サービスに関する情報を随時掲 広報紙やホームページの掲載内容を検証し、分かり易く情報
載しました。
を提供することに努めます。

継続

発達障がいや気になる子に関する研修会に多くの保育士が参 保育士の資質を向上させるために必要な研修の参加を勧めて
加したほか、保育の各種研修にも参加しました。
いきます。

継続

第三者評価制度の研究を行いました。

継続

平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
画」において整備計画を検討するため、その基礎となる「子
画」において検討し、事業の実施についての方針・位置づけ
ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」を実施しまし
を行っていきます。
た。また、公立保育所の整備計画を検討しました。

新制度における取り扱いの見直しを踏まえ、事業内容につい
て引き続き調査研究します。

(2)待機児童の解消

1

老朽化した保育所の建替えや保育
所の新設により定員を増やし、待
機児童の解消を図ることが急務と
なっているため、認可保育所の施
認可保育所の整
子育て支
設整備を推進します。社会福祉法
備
援課
人等が設置する保育所に関しては
国・県からの補助金制度を活用し
て施設の新設、大規模修繕などの
整備を行います。

7

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題
今後の取組及び方向性

2

多様化する保育形態に対応してい
る認可外保育施設に対し、保育内
認可外保育施設
子育て支
容の充実及び適正な運営が図られ
の充実
援課
るよう適切な指導・助言を行いま
す。

3

新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
保護者の就労・疾病等により、保
現在、もりまさ家庭保育室と、おひさま家庭保育室の２か所
家庭保育室等事
子育て支
成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
育に欠ける乳幼児の保育を家庭保
５か所 を開設して、０歳児から２歳児までの保育需要に対応してお
業
援課
画」において、今後の事業実施の方針・位置づけを検討しま
育室等に委託します。
ります。
す。

4

一時保育事業
（再掲）

（再掲）保護者の急病・急用によ
り児童の保育が困難になったとき
及び保護者のリフレッシュを目的 子育て支
とした一時保育事業を実施しま
援課
す。

継続

認可外保育施設において適正な運営が図られていることを確
認するために、引き続き立入検査による適切な指導を行うと
認可外保育施設の立ち入り調査を行い、施設運営に対する指
ともに、平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支
導助言を行いました。
援事業計画」において、保育需要に対する認可外保育施設の
役割について検討します。

継続

駅前保育所における一時保育事業の拡充を行い、土・日曜
日、祝日に保育事業を実施しています。
また、一時保育事業に対する保育需要に対応するため、平成
２５年７月から新たにけやきの森保育園やしおと、八潮かえ
で保育園の２か所において、一時保育の実施を開始いたしま
した。
実施箇所３か所、実施日数３５３日、延べ利用人数２,９６３
人。

今後も一時保育事業利用者の利便性の向上に努めていくとと
もに、平成２６年度に策定する「（仮称）八潮市子ども・子
育て支援事業計画」において今後の保育の量の見込みを検討
します。

5

（再掲）市内の私立幼稚園におい
預かり保育事業
教育総務
て教育時間の前後に園児を預かる
（再掲）
課
預かり保育事業を促進します。

継続

各幼稚園の預かり保育事業について充実が図られるよう、今
市内６幼稚園すべての幼稚園において預かり保育を実施しま
後とも幼稚園の運営に係る支援等を通じ当該事業の促進に努
した。
めます。

6

低年齢児の入所希望の増加に対応
定員の弾力化に
するため、国が定める基準に応じ 子育て支
よる受入れ児童
て、定員の弾力化による受入れを
援課
の拡大
可能な範囲で行います。

継続

平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
国が定める基準に添った定員の弾力化による受入れを行い、
画」における今後の保育の量の見込みを踏まえ、今後も引き
待機児童の解消に努めました。
続き実施します。

継続

平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
平成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
画」において整備計画を検討するため、その基礎となる「子
画」において検討し、事業の実施についての方針・位置づけ
ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」を実施しまし
を行っていきます。
た。

7

待機児童解消のため、認定こども
認定こども園事 園の実施事業者に対して適切な助 子育て支
業
言を行います。
援課

(3)放課後児童クラブの充実

1

公設公営７か所、公設民営３か所の学童保育所において放課
保護者の就労等により放課後の保
後の保育に欠ける児童の保育を行いました。
新制度における保育需要に対応する必要があることから、平
放課後児童健全 育に欠ける児童の保育を行い、子 子育て支
１０か所 公設民営学童クラブについては、指定管理者制度を実施しま 成２６年度に策定する「八潮市子ども・子育て支援事業計
育成事業
育てと仕事の両立支援を図りま
援課
した。
画」において今後の保育の量の見込みを検討します。
す。
実施箇所１０か所、延べ利用人数５，０４４人。

2

放課後児童健全
育成事業におけ 集団生活が可能な障がい児につい 子育て支
る障がい児の受 ての受入れを実施していきます。
援課
入れの推進

継続

集団生活が可能な障がい児についての受入れを実施しまし
た。

障がい児の受け入れについては、個々人の保育環境に配慮し
て引き続き実施していきます。
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主要
課題

事業名

3

後期計画の事業内容

担当課

障がい児放課後
障がい児放課後児童クラブへの助 子育て支
児童クラブへの
成を実施していきます。
援課
助成

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

継続

現状と課題
今後の取組及び方向性

三郷特別支援学校 児童クラブ「さとっこクラブ」、は平成２ 障がい児放課後児童クラブに対する保育需要の動向を踏ま
５年１月から放課後等デイサービスへ移行しました。
え、検討します。

(4)仕事と家庭の両立の推進

1

男性を含めたすべての人が多様な
働き方を選択できるようにし、働
意識改革及び企 き方の見直しを進めるため、次世 商工観光
業等への啓発 代育成支援行動計画を公表し、企
課
業及び労働者の意識改革を促進し
ます。

継続

次世代育成支援対策推進法では、企業においても従業員数に
窓口カウンター等において「次世代育成支援対策推進法に基
応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援するための一般
づく行動計画策定」、「一般事業主行動計画策定のポイン
事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ることが
ト」や「『子育て応援宣言企業』登録制度」を啓発資料とし
義務付けられており、県や国内の資料等により企業に対し、
て配置しました。
これらの周知を図ります。

子育て支
援課

行動計画を８４０コーナー及び市ホームページで公表してい
毎年度、行動計画の進捗状況について進行管理を行い公表し
ます。また、平成２４年度行動計画実施状況についても市
ていきます。
ホームページで公表しました。

2

子育てしやすい リーフレットの配布等により家庭
商工観光
就業環境づくり 生活と職業生活の両立に向けた情
課
の促進
報提供や啓発を行います。

継続

育児・介護休業法では、労働者にとって仕事と子育てが両立
窓口カウンター等において「ワークライフ・バランスに取り しやすいものとなるよう、休業制度の他に、事業主が講じな
組んでみませんか」を啓発資料として配置しました。
ければならない措置等が定められており、国や県の資料によ
り事業主に対し周知を図ります。

3

妊娠中やこれから子どもを産みた
いと考えている女性労働者にとっ
妊娠中の女性労
商工観光
て、働きやすい職場環境となるよ
働者等への支援
課
う就業支援についての啓発を行い
ます。

継続

事業主は、妊娠・出産した女性に対し、労働基準法や男女雇
窓口カウンター等において、「いきいきライフ～働くみなさ
用機会均等法等の規定に従い、母体保護法等の措置を講じな
んへ～」や埼玉県女性キャリアセンターから配布される啓発
ければならないとされており、国や県の資料により事業主に
資料を配置しました。
対し周知を図ります。

継続

家庭教育学級開設講座数
７５講座
受講者延べ人数
１，３８１人。

より多くの参加を促進するため、家庭教育学級講座の充実を
図ります。

継続

すこやか子育て講座実施校数１０校 参加者数延べ７５５
人。
また、これから親になる中学生対象に誕生学講座を実施しま
した。参加者数７０６人。

親の学習では、家庭教育アドバイザーによる親の学習等を取
り入れて進めます。
また、親になるための学習では誕生学講座をとおし、学校と
連携しよりいっそうの推進を図ります。

３ 次世代を育む親となるために
(1)家庭教育への支援の充実
1

家庭の教育力の向上を図るため、
家庭教育学級の 市内小中学校においてＰＴＡを対 社会教育
充実
象とした家庭教育学級を行いま
課
す。

2

市内各小学校において、就学前の
子育て講座の充
社会教育
子どもを持つ保護者を対象とした
実
課
子育てに関する講座を行います。
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主要
課題

事業名

3

後期計画の事業内容

担当課

地域において青少年健全育成事業
各種活動団体へ
社会教育
を行っている団体の活動を支援し
の支援
課
ます。

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

継続

今後の取組及び方向性

八潮市子ども会育成者連絡協議会、青少年育成八潮市民会
議、ボーイスカウト八潮第１団、日本子どもチャレンジラン
市民主体で青少年育成を進める体制整備に努めます。
キング連盟八潮支部、やしお子どもセンターに補助金を交付
するとともに、活動の支援を行いました。
八潮市スポーツ少年団に補助金を交付するとともに、スポー
H25年度に実施したように、今後も指導者ニーズを把握し、市
ツフェスティバル等をはじめとするスポーツ少年団本部事業
独自で、指導者向けの講習会を実施していきます。
の活動の支援を行いました。

スポーツ
振興課

4

現状と課題

社会教育
市内全小中学校ＰＴＡに対し、家庭教育学級事業を委託しま
継続
家庭教育学級の充実を図ります。
課
した。
家庭教育学級、子育て講座、出前
地域の人材活用 講座等において家庭教育に関する
出前講座の市民編・サークル編に36件1183人、民間企業編・
地域の人材を活用していきます。 市民協働 利用件数 公共公益企業編に4件196人が受講し、多くの地域人材を活用 出前講座活用の周知に努め、講師登録の増加によるメニュー
推進課 ３００件 することができました。
の拡充や利用率の向上を図ります。

(2)就学前教育の充実

1

豊かな人間性を育む幼稚園教育の
幼稚園教育の促
教育総務
振興のため、私立幼稚園への助成
進
課
の充実を検討します。

公立保育所において、生涯にわた
保育所における る人格形成の基礎を培う幼児教育 子育て支
2
幼児教育の充実 の重要性にかんがみ、就学前教育
援課
を行います。
(3)学校教育の充実

継続

継続

市内６幼稚園に対し、合計１,３７４,０００円の助成を行い
ました。
（内訳）
・園均等割
当面は、現状の助成内容を継続して実施することになります
１２０,０００円×６園＝７２０,０００円
が、特別支援教育に対する支援等、助成内容の充実に向けて
・教職員割
検討する必要があると考えられます。
２,５００円×１１６人＝２９０,０００円
・教材補充
２５０円×１,４５６人＝３６４,０００円
幼稚園・保育所が連携し、乳幼児期の子どもに「基本的生活
習慣」「持久力・根気」「自制心や規範意識」等生きる力の
各保育所において就学前教育を実施しました。
基礎を培うため、小学校との連続性を踏まえた就学前教育の
充実を図ります。

1

交通安全教育、国際理解教育、情
報教育及び福祉教育等を行い、子
きめ細やかな学
どもの豊かな心を育みます。ま
校教育の充実
た、教職員の研修を充実し、資質
の向上を図ります。

指導課

継続

市内全小学校を社会福祉協力校、全中学校をボランティア推
進校に指定し、総合的な学習の時間を中心に地域と連携した 今後も全小学校を社会福祉協力校、全中学校をボランティア
教育を推進し、子どもたちの豊かな心を育みました。
推進校に指定していきます。また、年次研修や校内研修等の
また、各年次研修等を計画的に進め、教員としての資質向上 充実を図り、教職員の資質向上を図ります。
や指導力を養いました。

2

さわやか相談員による相談を行
い、児童・生徒のいじめ、不登校
への対応を行います。また、不登
校特別対策協議会を充実し、関係
機関との連携を図ります。

指導課

継続

市内全中学校にさわやか相談員を各１名配置しました。ま
今後も、不登校特別対策協議会の充実を図るとともに、学校
た、不登校特別対策協議会を年３回開催し、不登校児童生徒 訪問により支援を図っていきます。また、さわやか相談員の
に対する対策を協議しました。
研修会を充実させ、資質の向上を図ります。

教育相談事業
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主要
課題

事業名

3

後期計画の事業内容

学校評議員制度及び学校公開を充
地域に開かれた
実し、地域・家庭・学校が連携し
学校づくりの推
て開かれた学校づくりを推進しま
進
す。

担当課

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

指導課
継続

現状と課題
今後の取組及び方向性

保護者や地域の方々に、教育に関する理解を深めてもらうた
め、教育の日発表会や市内全小中学校で授業公開を実施しま 学校の取組について広報紙やＨＰを使い周知します。また、
した。また、家庭や地域にも協力をいただいて取り組む「八 八潮市ノーＤＡＹの取組を一層推進していきます。
潮市ノーＤＡＹ」を実施しました。
市内全小・中学校に各5名の評議員を委嘱し、学校運営に幅広 学校評議員制度を充実し、地域・家庭・学校が連携して開か
く意見等をいただきました。
れた学校づくりを推進します。

学務課
(4)思春期保健対策の充実
1

保健センター、学校、家庭児童相
子どもの心の健 談室が窓口となり、子どもの心の 健康増進
康支援事業
問題に関する相談を支援していき
課
ます。
指導課

電話による相談を随時実施しました。

継続

3

健康増進
課
保健センターと学校が連携して性
や性感染症予防に関しての正しい
知識の普及を図ります。
指導課

継続

喫煙防止対策等 児童生徒に対する喫煙防止・薬物 健康増進
の充実
乱用防止の啓発を行います。
課

継続

性教育の充実

指導課

各中学校に設置されているさわやか相談室、教育相談所、指 関係諸機関と連携を図りながら、今後も継続した相談を行っ
導課を窓口にスクールカウンセラー等と連携をしながら、心 ていくとともに、さわやか相談員や専任教育相談員の資質の
の問題に関する相談を実施しました。
向上を図ります。
子育てや子どもの発達、就学に関すること等、家庭児童相談 家庭児童相談員が学校、社会生活における児童の様々な問題
室、保育所、保健センター、教育相談所等における子育て家 についての相談に応じ、関係機関と連携を取りながら調査、
庭への相談事業の充実を図りました。
指導に当たります。

子育て支
援課

2

継続して実施します。関係機関と連携し、必要時には専門機
関を案内する等適切な対応を図っていきます。

保健センター内に性感染症予防のパンフレット設置やポス
ター掲示を行い、来館者に啓発を行いました。

継続して実施し、必要に応じ学校への資料提供や関係機関と
連携を図っていきます。

小学校の体育科や中学校の保健体育科の学習において実施し
さらに計画的な指導体制を構築します。また、「いのちの授
ました。また、保護者の参加も得ながら、学年や学級活動の
業」等、助産師による授業を実施します。
一環として性に関する教育を実施しました。
保健センターにおいて、ポスターの掲示とパンフレット設置 継続して実施します。また、必要に応じ学校への資料提供を
を行い、来館者に啓発を行いました。
行い、関係機関と連携していきます。
学校ごとに喫煙防止、薬物乱用防止教育を実施しました。ま 今後も授業の充実を図るよう、県教委主催の研修会等へ教職
た、児童生徒やＰＴＡを対象とした薬物乱用防止教室を実施 員の参加を推奨します。また、学校医、警察、保健所等の関
しました。
係機関とも連携し、より充実した取組をしていきます。
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主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題
今後の取組及び方向性

(5)有害環境対策の推進

1

2

社会教育
課
情報モラルの育成を図るために、
有害情報への対 学校教育及び青少年健全育成事業
応
を通して、子どもたちへの支援を
行います。
指導課

親子連れ等が利用する施設等にお
受動喫煙防止対
健康増進
ける受動喫煙防止対策について周
策の充実
課
知を図ります。

青少年育成八潮市民会議と共催した各事業において、携帯電
青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体でフィル
話のフィルタリングを設定することについて周知を行いまし
タリング普及等有害情報に対応できる体制整備に努めます。
た。
継続

継続

情報モラル教育充実のため、教職員人権研修で全国Webカウン
セリング協議会の安川理事長を講師に招き、「ネットいじめ
と向き合う」をテーマにネット被害やいじめについて講演し
ていただきました。

情報モラルを適切に身につけ活用するための学習活動を充実
させるために、教員の情報活用能力の向上を図る必要があり
ます。一方、有害情報への対応については、家庭への働きか
けも行っていきます。

受動喫煙防止や禁煙の推進について広報やしお（平成２５年
２月１０日号）に掲載し周知を行いました。また、乳幼児突
広報やパンフレット設置、ポスター掲示等により広く市民に
然死症候群の予防のために受動喫煙防止の必要性を母子健康
周知していきます。
手帳交付時やプレママサロン、パパママ学級等で説明し、館
内にはポスター掲示を行いました。

(6)食育の推進

1

2

八潮市食育推進計画に基づき、乳 健康増進
課
幼児の家庭での食育を推進するた
乳幼児の健康づ
め、健康診査、乳幼児相談におけ
くりの推進
る個別相談及び離乳食教室等にお
子育て支
いて食育を行います。
援課
健康な心身と良い食習慣を形成す 学務課
るため、保育所、学校の給食時間
児童の健康づく や総合学習において食育を行いま
りの推進
す。また、給食献立表や給食だよ
り等により、保護者に対し食に関 子育て支
援課
する情報を提供します。

継続

１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査、乳幼児相談におけ
る個別相談及び離乳食教室において食育指導を行いました。 平成２１年度に「八潮市食育推進計画」を策定し、計画に
離乳食教室は初期、後期合わせて２４回開催し、延べ３７２ 沿って食育を推進していきます。
人が参加しました。
児童館・子育てひろばで食に関するミニ講座や栄養相談を実 乳幼児が心身共に健全に成長するために必要な知識を提供
施しました。
し、安心して子育てができるように相談を受けます。
献立表年11回、給食だより年3回で食に関する情報掲載、学校
食に関する指導全体計画に基づき、食育活動を継続して実施
にて保護者への食育啓発を実施しました。また、栄養士によ
していきます。
る給食訪問や地場産物を給食に活用しました。

継続

野菜の栽培を保育計画に組み入れて食育を行いました。ま
継続して献立表、給食だよりで保護者への食に関する情報の
た、献立表、給食だよりで保護者への食に関する情報の提
提供等を実施していきます。また、保育所年間食育指導計画
供、保育所年間食育指導計画を作成し、保育所入所児童の食
に基づき計画を実施していきます。
育を行いました。
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後期計画の事業内容

担当課
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平成２５年度実施状況

現状と課題
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４ 子どもが健全に育つために
(1）子どもの社会性の向上
市内小学校及び学童保育所において実施している母子愛育会
事業「赤ちゃんとあそぼ」に協力しました。市内小学校、学 「赤ちゃんとあそぼ」への参加や助言等により、引き続き愛
童保育所計４か所で実施し、小学生２６９人が参加しまし
育会事業を支援していきます。
た。

健康増進
課

1

小中学生等が子どもを生み育てる
ことの意義を理解し、子どもや家
乳幼児とのふれ
庭の大切さを理解できるようにす
あい体験の充実
るため、乳幼児とふれあう事業の
充実を図ります。

指導課

継続

子育て支
援課

小中学校における幼稚園・保育所との交流活動や中学校家庭
今後も乳幼児とふれあう活動を増やし、家族や命の大切さを
科の保育学習、また、中学生社会体験チャレンジ事業での訪
理解するよう指導にあたります。
問活動を実施し、乳幼児とふれあう機会を得ました。
保育所において中学生の社会体験チャレンジの受け入れを行
継続して実施していきます。
い、乳幼児とのふれあいの機会を創出しました。

2

子どもたちが将来にわたり環境を
大切にする意識を持ち、環境にや
こどもエコクラ
環境リサ
さしい暮らし方を学習していく機
ブ活動の推進
イクル課
会を提供するための環境学習事業
の支援を行います。

5団体

平成２５年度団体数３団体

3

地域の児童の健全育成を図るた
児童館等事業の
子育て支
め、児童館における事業の充実を
充実
援課
図ります。

継続

だいばら児童館において各種事業を実施し、児童の健全育成 引き続き事業の充実を図っていきます。また、児童館の新設
を図りました。
についても検討していきます。

市民協働
推進課

4

やしお生涯楽習館児童室、八條公
子どものための 民館ちびっこコミュニティルーム
スペースの充実 を開放し、子どもの安全な遊び場
社会教育
を提供します。
課

団体からの要望に基づき、環境について学習する機会の提供
等、支援活動を行います。

やしお生涯楽習館児童室が多くの子どもたちに利用され好評 子どものための安全な遊び場として引き続き多くの方に利用
でした。
していただけるよう管理していきます。
継続

月曜日の休館及び年末年始を除く毎日、八條公民館ちびっこ
コミュニティルームを開放し、親子の健全な社会性を育む遊
当面の間、継続していきます。
び場の提供に努めました。また、同ルームを子育てひろばと
して子育て親子の交流の場に提供しています。
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主要
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事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標
平成２５年度実施状況

現状と課題
今後の取組及び方向性

5

①（仮称）八潮駅南口駅前公園整備工事継続中
②大原公園他３箇所遊具改修工事
③大原児童公園園路改修工事
街区公園の整備や老朽化に伴った
④綾瀬川遊歩道照明設置工事
公園の管理及び
都市デザ ７公園の
遊具の撤去や補修を行い、公園の
⑤八潮南公園防球ネット設置工事
整備
イン課
整備
整備・充実を図ります。
⑥大瀬運動公園グランド改修工事
⑦苗間児童公園広場改修工事
⑧南後谷まちかど公園改修工事
等を実施いたしました。

子ども達の健やかな成長の一助となるよう、安全・安心で楽
しく遊べる公園環境の整備、管理に努めていきます。

6

子どもの活動の場や機会を創出す
るために自然とのふれあい体験、
文化・芸術活動、スポーツ・レク
子ども向け事業
スポーツ
リエーション活動、郷土の歴史や
の充実
振興課
文化とのふれあい活動等子どもが
参加できる事業の充実を図りま
す。

今年度実施した、「スポーツが苦手」「運動が嫌い」等のス
ポーツに苦手意識を持っている子どもに対して、スポーツが
楽しいと思えるようなきっかけづくりの事業を展開していき
ます。

市民協働
推進課

児童生徒を対象とした「小中学生の水泳教室（全12回）」
「かけっこ教室（全4回）」を開催しました。

継続

青少年育成八潮市民会議との共催により、青少年の主張大会
や親子名作映画会、アニメ・アフレコ体験講座等の事業を実
施しました。
・青少年の主張大会
青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で青少年
参加人数：４８６人。
育成を進める体制整備に努めます。
・親子名作映画会
参加人数：８９９人。
・アニメ・アフレコ体験講座
参加人数：６０人。

社会教育
課

7

子ども土曜広場事業を行い、学校
子ども週末活動
社会教育
週５日制の導入に伴う子どもの週
等の支援
課
末活動を支援します。

八潮市コミュニティ協議会の事業として、どんぐりこままわ
広くＰＲし、引き続きどんぐりこままわし大会を開催してい
し大会を平成２５年１１月１０日に実施し、２４６人が参加
きます。
しました。

継続

土曜広場
開催回数４４回
延べ人数６，００４人。
実施校１０校

当面土曜（週末）に開催し、継続していきます。

14

主要
課題
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後期計画の事業内容

担当課
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平成２５年度実施状況

現状と課題
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(2)子どもの安全の確保

1

2

こどもひなん
じょ事業

「こどもひなんじょ」の充実を図
り、地域の市民・学校・保護者等
が連携して通学路等の安全確保に
努めます。

指導課

安全な道路交通環境を確保するた 交通防災
課
交通安全施設整 め、ガードレール・カーブミラー
備事業
等交通安全施設の整備を行いま
道路治水
す。
課
視覚障がい児（者）の社会参加を
点字ブロック整 容易にし、交通安全の確保を図る 道路治水
備事業
ため、点字ブロックの敷設工事を
課
行います。

継続

継続

八潮市防犯ボランティア３３名の活動とともに、各学校や町
会・自治会等の活動も毎年増え、子どもたちを協力して見守 学校の協力の下、避難所看板の設置家庭や事務所等に新たな
る体制づくりを進めました。また、老朽化した子ども避難所 看板を配布し、協力の再確認をします。
の看板を新たに作成し、配付しました。
見通しが悪い交差点に、道路環境等を考慮しながら、カーブ
ミラーを計画的に設置しました。
継続して実施していきます。
カーブミラー：１２基設置
実績なし

計画的に交換工事等を実施します。

継続

歩道段差解消工事の際に、点字ブロックの修繕箇所が無かっ 歩道段差解消工事の際、当該箇所に必要に応じて点字ブロッ
た。
クの敷設を実施します。

4

子どもたちを交通事故から守るた
交通安全教育の め、関係機関と連携して保育所や 交通防災
充実
学校・地域における交通安全教育
課
の充実を図ります。

継続

市内全ての小学校と保育所、依頼のあった幼稚園等に対し、
交通安全教室を実施しました。
・保育所等に対し１６件
継続して実施していきます。
１,６３５人。
・小学校に対し１８件
４,４２５人。

5

交通事故から乳幼児の生命を守る
チャイルドシー
ため、交通安全運動実施期間等に 交通防災
ト使用の普及・
おいてチャイルドシート使用の普
課
啓発
及・啓発事業を行います。

継続

交通安全運動期間中に、チャイルドシート着用の徹底を呼び
かけました。
継続して実施していきます。
年４回、交通安全運動期間中に実施しました。

6

障がい者・子どもの自転車・ベ
歩道段差解消事
道路治水
ビーカー等の通行環境を整える歩
業
課
道段差解消工事を行います。

継続

八潮団地内道路における歩道の舗装修繕等を５７７㎡実施す 歩道舗装部の劣化や街路樹による舗装の隆起のための段差解
る。
消を実施します。

継続

危険性の高い交差点等に、交通指導員を配置し、児童生徒の
安全を確保しました。
継続して実施していきます。
全小学校区に３１人の交通指導員を配置しました。

3

7

8

学校の登下校時において児童生徒
通学路における が交通事故や犯罪に遭わないよ
交通防災
安全確保の充実 う、交通指導員の充実に努めま
課
す。
既設水路の上部を利用して歩道整
備を行い、歩行者・自転車の安全
道路整備事業
道路治水
対策を図ります。また、通学路等
（歩道整備）
課
交通安全上、特に必要な箇所を優
先します。

継続

実績なし

通学路等、整備優先度の高い路線から、順次、蓋掛けを実施
します。
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(3)子育てを支援する住環境の整備
1

住宅に困窮している母子世帯の住
母子世帯向け市
営繕・住
宅確保を支援するため、市営住宅
営住宅の確保
宅課
抽選倍率優遇措置を行います。

継続

市営住宅抽選倍率優遇措置(一般世帯×125％)を適用し、空家
今後も継続実施します。
7戸を募集(応募総数81世帯中母子世帯36世帯)

2

市営住宅建替に 老朽低層住宅の中層化建替をする
営繕・住
よる居住環境の 中で、居住環境の拡充を検討しま
宅課
拡充
す。

継続

市営住宅長寿命化計画を策定し、老朽低層の市営住宅につい 計画的に中層化への建替え事業に取り組み、居住環境等の向
ては、中層化の建替えを推進していくこととしました。
上に取り組みます。

継続

子育て応援ガイドに公共施設における授乳場所とおむつ替え
子育て応援ガイドの内容の更なる充実を図るとともに、多様
の場所及び公園におけるトイレの設置状況について掲載しま
な周知方法を検討し実施します。
した。

3

4

乳幼児を連れて外出する際の遊び
場や子ども連れに優しいトイレの
子育て世帯への
子育て支
設置状況等、子育て支援に関する
情報提供
援課
様々な情報の提供を充実していき
ます。
新たに公共施設等を整備する際に
子育てに配慮し は、担当課と協議し、乳幼児連れ 子育て支
た施設整備の推 の親が安心して利用できるよう
援課
に、子育てに配慮した施設整備を
進
行います。

継続

営繕・住
宅課
新たに公共施設等を整備する際に
子育て世帯にや
子育て支
は、担当課と協議し、子育て世帯
5 さしいトイレ等
援課
に配慮したトイレ等の施設整備を
の整備
行います。
営繕・住
宅課
(4)子どもの人権の尊重
人権・男
人権相談事業の 人権擁護委員による相談を実施し
女
1
推進
ていきます。
共同参画
課

新たな公共施設等の整備や相談はなかったが、赤ちゃんの駅
や授乳できる場所の整備状況について子育て応援ガイドに掲 公共施設の子育てに配慮した施設整備の推進に努めます。
載し整備の推進に努めました。
なし

継続

市内公共施設の男子トイレにおむつ交換台の設置について検
討しました。また、公共施設の子育て世帯に配慮したトイレ 公共施設に授乳場所や子育て世帯に配慮したトイレ等の施設
等の施設整備の状況を子育て応援ガイドに掲載し、整備の推 整備の推進に努めます。
進に努めました。
なし

継続

今後も継続実施します。

今後も整備主管課との協議を行い継続実施します。

毎月第2木曜日に市役所市民相談室において人権擁護委員によ
る人権相談を行いました。12回開催し、15件の相談がありま 継続して実施していきます。
した。
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2

継続

各小中学校ＰＴＡに委託した家庭教育学級で人権講座を開催
八潮市人権教育推進協議会と連携し人権教育推進事業を展開
しました。また、人権標語の募集や人権ビデオを購入、人権
します。また、各種人権教育研修会を開催し、人権・同和教
教育指導者養成講座の実施、関連情報の収集、周知等の啓発
育指導者養成講座を開催します。
に努めました。
全教職員を対象とした人権教育全体研修会や市内全小中学校
において人権教育校内研修会を実施したほか、教職員の現地 人権が尊重される社会を形成するためには、学校や家庭、地
研修や子ども人権フォーラム標語募集等にも参加しました。 域等、関係機関が連携して取り組む必要があります。家庭や
また、児童生徒の人権作文を募集し、人権文集「いちょう」 地域の人々の理解を図るとともに啓発に努めます。
を発行しました。

指導課

八潮市に生まれ育つ子どもたちの
八潮市子ども憲 心身ともに健やかな成長を願い、
3
指導課
章の推進
「八潮市子ども憲章」の普及・啓
発を図ります。
(5)男女共同参画の推進
男女共同参画を推進していくた
人権・男
第３次八潮市男 め、第３次八潮市男女共同参画プ
女
1 女共同参画プラ ラン進捗状況について評価・検討
共同参画
を行うとともに意識啓発等の充実
ンの推進
課
を図っていきます。

今後の取組及び方向性

中級職員研修において、人権問題の講義（２時間３０分）を
実施し、受講者は２５名でした。
今後も引き続き研修を実施し、職員の人権に対する意識の向
主任級職員研修において、人権問題の講義（１時間４５分） 上を図ります。
を実施し、受講者は６名でした。

総務人事
課

子どもの保護と基本的人権の尊重 社会教育
を促進するため、家庭、学校、地
課
人権教育の推進
域の連携により、人権教育の充実
を図ります。

現状と課題

継続

教育委員会や各小中学校において掲示しています。

様々な機会を捉え普及に努めます。

継続

前年度改定を行った、第3次八潮市男女共同参画プラン改訂版 第3次男女共同参画プラン改訂版に基づき、男女共同参画を推
にもとづき、意識啓発等を行った。
進していきます。
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