八潮市次世代育成支援行動計画（後期）実施状況（平成２４年度）
※
施策の柱

主要
事業名
後期計画の事業内容
(基本目標） 課題
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

担当課

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 子育て
1 一時保育事業
レッシュを目的とした一時保育事業を 支援課
実施します。

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

2

健康増
子育てや子どもの発達、就学に関する 進課
ことなど、家庭児童相談室、保育所、
子育て家庭へ
3
保健センター、教育相談所などにおけ
の相談事業
る子育て家庭への相談事業の充実を図
ります。

２６年度
指標

は重点施策

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

継続

駅前保育所における一時保育事業の拡充を行い、平成
２４年度から土・日曜日、祝日にも実施しました。
実施箇所１か所、実施日数３５４日、延べ利用人数
２，９４０人

今後も一時保育事業利用者の利便性の向上に努めると
ともに、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、
一時保育を実施します。
駅前保育所における一時保育事業については、土・日
曜日、祝日における児童の保育を引き続き実施しま
す。

継続

市内６幼稚園すべての幼稚園において預かり保育を実
施しました。

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
業の促進に努めます。

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
１２回、延べ７７５人
・すこやか相談
３４回、延べ２０５人
・電話相談は随時実施

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
実施方法等を検討しながら継続して実施します。

継続

子育てや子どもの発達、就学に関することなど、家庭
年間1,972件の家庭児童相談を受け付け、子育て支援を
児童相談室、保育所、保健センター、教育相談所など
実施しました。
における子育て家庭への相談事業の充実を図ります。

子育て
支援課

指導課

幼稚園におけ 市内の私立幼稚園における教育相談及
教育総
4 る教育相談事 び子育てに関する情報の提供を促進し
務課
業
ます。

継続

子育て電話相談事業（中央保育所内で保育士が対応）
を実施し、１６件の相談を受けました。

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
相談を実施しました。延べ3,189件の相談がありまし
た。

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、活用しやすい体制づくりを推進していきます。

市内６幼稚園中、定期的な相談を実施した幼稚園は３
園、随時相談を実施した幼稚園は３園ありました。

各幼稚園の相談事業について充実が図られるよう、今
後とも幼稚園の運営に係る支援等を通じ当該事業の促
進に努めます。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

広聴広
報課

広報紙やホームページに子育て支援に関する情報を集
約して掲載しました。

広報紙やホームページの掲載内容を検証し、市民が必
要としている情報をわかりやすく提供します。

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

ホームページの「子育て」のコーナーで様々な子育て
支援情報を市民に提供しました。また、広報紙の「子
育て情報コーナー」に毎月子育てに関する記事を掲載
しました。

「子育て応援ガイド」、広報紙、ホームページにおい
て、今後もより分かりやすく充実した情報提供をしま
す。

広報紙に「すこやかカレンダー」を毎月掲載し、各種
事業の日程等を案内しました。また、年間の事業予定
や医療機関情報を掲載した「健康だより」を毎年発行
しています。

引き続き、広報紙や健康だより等を通じて情報提供す
るとともに、各種事業を通じて必要な方へ適切な時期
に情報提供できるように努めます。

継続

健康増
進課

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

継続

子育てサークルの活動状況を把握し、児童館、子育て
ひろば等に設置し市民に周知しました。

社会福祉法人等との協働による展開を検討し、引き続
き情報提供の充実を図ります。

活動団体の相
互連携及び団 行政と子育てサークル等関係機関の
子育て
7 体・行政の ネットワーク化について検討を行いま
支援課
ネットワーク す。
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
ネットワークの構築について検討を行いました。

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
構築し協力体制を整備していきます。

民生委員・児
童委員、主任 民生委員・児童委員、主任児童委員の 社会福
8
児童委員の活 活動を支援します。
祉課
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
11,334千円を交付するとともに、民生委員・児童委
員、主任児童委員活動に対する支援を実施しました。

引き続き実施し、協議会の活動に対する支援を実施し
ていきます。

継続

入会説明会４回（２４人参加）、講習会４回（１９人
参加）、全体交流会１回（８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１，７９１件
平成２４年度末会員数４０６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７件、平成２４年度末会
員数８７人

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。

6

育児の援助を受けたい人と援助をした
ファミリー・
い人が会員となり援助を行う会員組織 子育て
9 サポート・セ
の充実を図るとともに、会員の資質の 支援課
ンター事業
向上を図るための研修等を行います。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

地域子育て支
子育て支援拠点を設置し、地域の子育 子育て
10 援拠点事業の
て支援機能の充実を図ります。
支援課
充実

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

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
等を行い子育て支援の充実に努めました。
５か所
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か所）
延べ利用人数２７,７０４人

現在ある地域子育て支援拠点の充実を図るため、今後
は民間企業等、他の方策についても検討していきま
す。また、必要に応じて子育て支援拠点の設置を検討
します。

継続

妊婦健康診査については、１人当たり１４回までとエ
イズ検査等を公費助成し、延べ８,６８９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１４８人
・パパママ学級
１２回、母親１４６人、父親１４０人、合計２８６
人

妊娠・出産に関する正しい知識の普及、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
早期把握・早期支援を行いました。
・こんにちは赤ちゃん訪問２５４人

養育支援が必要な家庭を早期把握・早期支援するた
め、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に努めま
す。また、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
師による面接を実施し、その結果をもとに、母子保健
訪問事業・電話・来所相談等で、早期からの支援を行
いました。

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
等と連携を図り支援を行っていきます。

事業実施に向け、調査研究を行いました。

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
新生児及び乳児３８８人、産婦３８８人
・保健師による訪問
妊婦延べ６人、乳幼児延べ２７３人、育児不安等の
ある保護者延べ２００人、未熟児延べ４９人

乳児家庭全戸訪問と併せて、新生児、乳幼児の家庭訪
問を充実させていきます。

(2)親と子の健康と福祉の充実

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、健康相談や健康教
妊産婦の健康
健康増
1
育を実施します。特に仲間づくりや父
づくりの推進
進課
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。

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各母子保健事
乳児家庭全戸
健康増
2
業と併せて、妊娠・出産・育児期に養
訪問事業
進課
育支援を必要とする家庭の早期把握の
充実に努めます。

養育支援訪問 出産後間もない時期や、様々な原因で 健康増
3
子どもの養育が困難になっている家庭 進課
事業
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、軽減を図ります。
子育て
支援課

妊産婦や乳幼児の健康の保持増進を図
るため、新生児、乳幼児の家庭訪問を
母子保健訪問 充実し、育児不安の軽減を図ります。 健康増
4
指導の推進 また、平成21年度に埼玉県から権限移 進課
譲を受けた、未熟児訪問を充実しま
す。

継続

継続
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

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 ７６５人
・１０か月児健康診査 ７０５人
・１歳６か月児健康診査 １６回、７５２人
・３歳児健康診査 １６回、７５２人
・乳幼児相談 １２回、延べ７７５人
・「子育てひろば」での健康教育 ９回、延べ８１人
・定期予防接種 延べ１４,２０４人

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
面の相談件数が増加しているため、回数を増加しまし 必要な時期に、また早期に相談につながるよう、実施
た。
回数を調整しながら継続して実施していきます。
・すこやか相談 ３４回、延べ２０５人

初期診療である休日診療所の円滑な運
救急医療支援 営とともに、東部６市１町における小 健康増
7
事業の充実 児の第二次救急医療に協力する医療機 進課
関に対し支援を行います。

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
る医療機関に対し支援を行いました。また、日曜、祝
日、年末年始に休日診療所を開所しました。
休日診療所利用者８９５人

継続して、休日診療所の円滑な運営と第二次救急医療
体制の充実に努めます。また、保護者の不安の軽減を
図るため、情報の提供やかかりつけ医の普及・定着を
図っていきます。

八潮市母子愛
母子の健康づくりを推進している八潮
育班連合会の
健康増
8
市母子愛育班連合会の活動を支援しま
育成・活動支
進課
す。
援

継続

１３回の役員会、錬成会、愛育会事業等に保健師が参
加し、活動を支援しました。会員数２４人、参加会員
数は延べ１４４人でした。

引き続き役員会や錬成会等に保健師が参加し、活動を
支援していきます。

心身の障がいや発達の遅れのある子ど
もを対象に、専門職による日常生活に
心身障害児訓
子育て
9
必要な基本動作の指導や訓練を行うた
練施設の充実
支援課
め、心身障害児訓練施設における療育
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・集団遊びを実施しました。
年間では許可児童が平均5人、延べ人数332人、外来児
童が平均36人、延べ人数653人でした。

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
進課及び障がい福祉課と連携し、充実を図る必要があ
ります。

障がい(発達障がいを含む。）につい
障がいについ
障がい
ての理解を深めるため、適切な情報の
ての情報周知
福祉課
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
ページへの障がいや制度について掲載や冊子の配布を
行いました。

今後も継続して広報紙やホームページなどで周知して
いきます。

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え、１０か月児健
乳幼児の健康
健康増
5
康診査の実施します。また、定期予防
づくりの推進
進課
接種や乳幼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。

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、言語聴覚
すこやか相談
健康増
6
士等の専門職による相談を実施し、発
の充実
進課
達障がいの早期発見、早期支援に努め
ます。

10

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。

4

施策の柱
(基本目標）

主要
事業名
課題
(3)児童虐待防止対策の推進

後期計画の事業内容

担当課

子育て
虐待の早期発見及び適切な初期対応を 支援課
児童虐待防止 行うため、市民に対し、広報等により
1
の啓発
児童虐待防止の啓発の充実を図りま
す。
指導課

保健・医療・福祉・学校等関係機関と
虐待相談体制
子育て
2
の連携を図り、虐待に関する相談体制
の充実
支援課
を充実していきます。

２６年度
指標

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とともに、子 子育て
どもや家族への最適な支援・援助の方 支援課
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。

継続

継続

子育て
支援課
ＤＶ庁内担当 ＤＶ庁内担当者連絡会議と虐待対策と
4 者連絡会議と の連携・強化を図り、虐待の早期発
の連携・強化 見・予防に努めます。
人権・
男女
共同参
画課

人権・
専門相談員による女性を対象としたカ
女性相談事業
男女
5
ウンセリング及び心のケアに努めま
の充実
共同参
す。
画課

今後の取組及び方向性

広報紙（11月10日号）に児童虐待の防止に関する記
事、各種相談窓口を掲載し、周知、啓発を図りまし
た。

児童虐待の早期発見及び適切な初期対応を行うため、
市民に対し、広報紙等により、啓発の充実を図りま
す。

児童虐待防止に関わる研修会に各学校の人権教育主任
等を参加させるとともに、市教委主催の校長会、教頭
会等において啓発に努めました。

会議への参加やケースを通じ、関係機関との連携を密
に図り、相談体制を充実させていきます。

児童虐待等の児童相談について、児童相談所その他の
関係機関と連携し、問題の解決を図りました。平成24
年度は、児童相談29件のうち、児童虐待に関する相談
が20件ありました。

相談に当たる職員の専門性を高めるとともに、保健、
医療、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）に参加し、他課や関係機関との連携を図りまし
た。

会議への参加やケースを通じ、関係機関との連携を密
に図り、相談体制を充実させていきます。

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、適切な支援を行いました。

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、予防を図っていきます。

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担当者連絡会議 １回
・スーパービジョン １回
・一時保護 ４件

継続して実施していきます。

継続

健康増
進課
要保護児童対
策地域協議会
による子ども
3
を守る地域
ネットワーク
の機能強化

現状と課題
平成２４年度実施状況

継続

継続

毎週水曜日午前10時～午後4時（駅前出張所内相談
室）、第3木曜日（市民相談室）午後1時～午後4時に予
継続して実施していきます。
約制による相談を実施しました。
相談件数 218件

継続

平成24年2月・3月分及び支払保留分の子ども手当（月
額10,000円、13,000円又は15,000円）を延べ児童数
制度の変更が頻繁に行われていることから、法改正等
25,388人、289,666,000円支給し、平成24年6月から平
国の動向に注意するとともに、支給システムの効果的
成25年1月分までの児童手当（月額10,000円又は15,000
な運用による事務処理の迅速化に努めます。
円）を延べ児童数117,019人、1,320,460,000円支給し
ました。

(4)経済的支援の充実

児童手当支給
小学校修了前の児童を養育する保護者 子育て
1 事業（子ども
に対し、児童手当を支給します。
支援課
手当に移行）

5

施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

今後の取組及び方向性

延べ8,875件、342,069,340円を支給しました。なお、
平成24年度末現在の受給者は、767人です。

手当の適正な支給とともに、母子家庭等の自立に向け
た総合的な支援を図っていきます。

母子家庭の自立を促進するため、教育
自立支援給付
子育て
3
訓練給付金事業及び高等技能訓練促進
金事業
支援課
費を支給します。

継続

高等技能訓練促進費を3人に対し、年間合計4,794,000
円支給しました。また、就学支援修了一時金を、3人に
対し、合計150,000円支給しました。なお、教育訓練給
付金の申請はなく、支給はありませんでした。

制度の周知により利用の増加を促し、資格取得による
就業の増加を図っていきます。また、制度改正によ
り、父子家庭の父が新たに対象となったことから、周
知に努めます。

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

継続

延べ9,873件、23,735,384円を支給しました。

制度の維持、周知を図っていきます。

こどもの保健の向上と福祉の増進を図
こども医療費
るため、通院分は小学校就学前まで、 子育て
5
支給事業
入院分は中学３年生までこども医療費 支援課
を支給します。

継続

延べ100,183件、170,017,250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。

継続

平成２４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
１,２３１人
１２１,１８０,６００円
・就園助成金
２７８人
４,９４０,７００円

平成２５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ると考
えられます。

保護者の就労又は疾病等により、日中
家庭における保育ができない児童を対
市立保育所８か所、民間保育所２か所の計１０か所で
象に、保護者に代わって保育を行いま
子育て １０か 保育を実施しました。また、駅前保育所については指
1 通常保育事業 す。また、保育指針に基づき、子ども
支援課
所
定管理者制度を実施しました。
の発達や学びの連続性を確保する観点
実施箇所１０か所、延べ入所人数９，１５５人
から、幼児教育と小学校教育の円滑な
接続を図ります。

継続して事業を実施しながら、待機児童の解消に向け
て保育所の整備を行い、平成２５年４月から私立の認
可保育所である「けやきの森保育園やしお」と、「八
潮かえで保育園」の２か所を新たに開設します。

保護者の就労形態等により、長時間保
中央保育所、南川崎保育所、駅前保育所、八潮ひまわ
育を必要とする児童に対し、延長保育
り保育園の４か所で７時から１９時までの保育を行
子育て
2 延長保育事業 を実施しています。さらに今後の需要
５か所 い、やしお花桃保育園では７時３０分から１９時３０
支援課
に応じて延長保育を実施する保育所を
分までの保育を行いました。
増やすことについて検討を行います。
実施箇所５か所、延べ利用人数１，６０６人

延長保育に対する保育需要に対応する必要があるた
め、平成２５年４月から新たに開設する「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、延長保育を実施します。
平成２５年度における延長保育を実施する保育所は７
か所となります。

就労等で休日に保育を必要とする人に
子育て
駅前保育所における一時保育事業を拡充する形で、平
3 休日保育事業 対応するため、休日保育の実施を検討
１か所
支援課
成２４年度から休日保育を実施しました。
していきます。

休日保育事業の利用状況を把握し、事業活用の円滑化
及びサービスの充実を図る事を検討していきます。

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就園奨励
私立幼稚園の 費（所得等に応じた額）又は就園助成 教育総
6
就園助成事業 金（就園奨励費の支給対象とならない 務課
保護者に対し、定額18,000円）を支給
します。

２

現状と課題
平成２４年度実施状況

継続

2

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

２６年度
指標

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

6

施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

駅前保育ス 多様な保育ニーズに対応するため保育
子育て
4 テーション事 ステーション、一時保育及び低年齢児
支援課
業
を対象とした通常保育等を行います。
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」の保育を実施しています。今後
障がい児保育
子育て
5
も、障がいがあっても集団保育が可能
事業
支援課
な児童に対し、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。

計画的な修繕を行い、施設の安全確保
保育施設の安
子育て
6
を図るとともに、避難訓練・防犯訓練
全確保
支援課
等を実施して安全管理に努めます。

7

保育サービスに関し、広報紙や市ホー
保育サービス
ムページ等での情報提供の充実に努め
の情報提供
ます。

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

継続

駅前保育所において一時保育、送迎保育及び低年齢児
を対象とした通常保育を実施しました。

継続して実施し、一時保育、送迎保育及び低年齢児の
通常保育の充実を図ります。

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。

継続して障がい児保育を実施していきます。
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。

継続

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回程度の防犯訓練を実施しました。

計画的な修繕や避難訓練・防犯訓練等の実施により、
施設の安全管理に努めます。
また、平成２５年度に中央保育所において耐震化診断
を実施し、診断の結果を踏まえ検討を行います。

広報紙やホームページ等での情報提供の充実に努めま
した。

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。

広報紙やホームページに保育サービスに関する情報を
随時掲載しました。

広報紙やホームページの掲載内容を検証し、わかりや
すく情報を提供することに努めます。

子育て
支援課
継続
広聴広
報課

保育士の研修等を充実し、保育指針等
保育士研修の を踏まえた保育の質の向上、保育士の 子育て
8
充実
専門性の向上を図るとともに、質の高 支援課
い人材の安定的確保などに努めます。

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
士が参加したほか、保育の各種研修にも参加しまし
た。

保育士の資質を向上させるために必要な研修の参加を
勧めていきます。

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
第三者評価制 を公表する「第三者評価制度」の活用 子育て
9
度等の活用 や保育所入所児童の保護者からの苦情 支援課
に迅速に対応する体制について調査・
研究を行います。

継続

第三者評価制度の研究を行いました。

引き続き調査研究していきます。

継続

八潮駅周辺地域に総定員数１８０人規模の民間認可保
育所２施設（けやきの森保育園やしお・八潮かえで保
育園）を整備しました。

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」において検討し、事業の実施につ
いての方針・位置づけを行っていきます。

(2)待機児童の解消
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
認可保育所の め、認可保育所の施設整備を推進しま 子育て
1
整備
す。社会福祉法人等が設置する保育所 支援課
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

施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

認可外保育施設の立ち入り調査を行い、施設運営に対
する指導助言を行いました。

認可外保育施設の従事者に対して研修会等を実施して
いきます。
また、待機児童の解消に向けて、０歳児から２歳児ま
ので保育需要に対応するために、家庭保育室等の認可
外保育施設の整備について検討します。

現在、もりまさ家庭保育室と、おひさま家庭保育室の
５か所 ２か所を開設して、０歳児から２歳児までの保育需要
に対応しています。

待機児童の解消に向けて、０歳児から２歳児までの保
育需要に対応するために、家庭保育室の整備について
検討します。
また、家庭保育室における保育の質の向上を図るた
め、運営費保育単価の見直しを検討します。

継続

駅前保育所における一時保育事業の拡充を行い、平成
２４年度から土・日曜日、祝日にも実施しました。
実施箇所１か所、実施日数３５４日、延べ利用人数
２，９４０人

今後も一時保育事業利用者の利便性の向上に努めると
ともに、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、一時保育を実施します。
駅前保育所における一時保育事業については、土・日
曜日、祝日における児童の保育を引き続き実施しま
す。

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

継続

市内６幼稚園すべての幼稚園において預かり保育を実
施しました。

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
業の促進に努めます。

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

継続

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、待機児童の解消に努めました。

待機児童数の動向により今後も引き続き実施します。

継続

認定こども園制度について調査研究を行いました。

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」において検討し、事業の実施につ
いての方針・位置づけを行っていきます。

多様化する保育形態に対応している認
認可外保育施 可外保育施設に対し、保育内容の充実 子育て
2
設の充実 及び適正な運営が図られるよう適切な 支援課
指導・助言を行います。

3

保護者の就労・疾病等により、保育に
家庭保育室等
子育て
欠ける乳幼児の保育を家庭保育室等に
事業
支援課
委託します。

（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
一時保育事業
子育て
4
者のリフレッシュを目的とした一時保
（再掲）
支援課
育事業を実施します。

5

待機児童解消のため、認定こども園の
認定こども園 実施事業者に対して適切な助言を行い 子育て
7
事業
ます。
支援課

継続

(3)放課後児童クラブの充実
公設公営７か所、公設民営３か所の学童保育所におい
保護者の就労等により放課後の保育に
て放課後の保育に欠ける児童の保育を行いました。
放課後児童健
子育て １０か
1
欠ける児童の保育を行い、子育てと仕
公設民営学童クラブについては、指定管理者制度を実
全育成事業
支援課
所
事の両立支援を図ります。
施しました。
実施箇所１０か所、延べ利用人数４，７９０人

入所を希望する児童の増加に対応するために、引き続
き施設面や指導員の充実を図っていきます。

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

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。

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。

8

施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

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

２６年度
指標

継続

現状と課題
平成２４年度実施状況

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」への
助成を実施しました。
障がい児放課後児童クラブに対する保育需要の動向を
なお、「さとっこクラブ」は平成２５年１月から放課 踏まえ、検討します。
後等デイサービスへ移行しました。

(4)仕事と家庭の両立の推進
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、働き方の見
意識改革及び
直しを進めるため、次世代育成支援行 商工観
企業等への啓
動計画を公表し、企業及び労働者の意 光課
発
識改革を促進します。

窓口カウンター等において「次世代育成支援対策推進
法に基づく行動計画策定」、「一般事業主行動計画策
定のポイント」や「『子育て応援宣言企業』登録制
度」を啓発資料として配置しました。

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、これらの周知を図ります。

子育て
支援課

行動計画を８４０コーナー及びホームページで公表し
ています。また、平成２３年度行動計画実施状況につ
いてもホームページで公表しました。

毎年度、行動計画の進捗状況について進行管理を行い
公表していきます。

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

継続

窓口カウンター等において「ワークライフ・バランス
に取り組んでみませんか」を啓発資料として配置しま
した。また、労働セミナーでは「ワークライフ・バラ
ンス」「育児介護休業法」について講演を行いまし
た。

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。

継続

窓口カウンター等において、「いきいきライフ～働く
みなさんへ～」や「働く女性応援講座」を啓発資料と
して配置しました。

事業主は、妊娠・出産した女性に対し、労働基準法や
男女雇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対し周知を図ります。

継続

家庭教育学級開設講座数
７６講座
受講者延べ人数
１，４０２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７
７８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７００人

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、誕生学講座においても、学校と連携しよりいっ
そうの推進を図ります。

1

継続

妊娠中やこれから子どもを産みたいと
妊娠中の女性
考えている女性労働者にとって、働き 商工観
3 労働者等への
やすい職場環境となるよう就業支援に 光課
支援
ついての啓発を行います。
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
家庭の教育力の向上を図るため、市内
家庭教育学級
社会教
1
小中学校においてＰＴＡを対象とした
の充実
育課
家庭教育学級を行います。

市内各小学校において、就学前の子ど
子育て講座の
社会教
2
もを持つ保護者を対象とした子育てに
充実
育課
関する講座を行います。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

3

後期計画の事業内容

担当課

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

２６年度
指標

継続

スポー
ツ振興
課
社会教
育課
4

継続

現状と課題
平成２４年度実施状況

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。

市民主体で青少年育成を進める体制整備に努めます。

八潮市スポーツ少年団に補助金を交付するとともに、
スポーツフェスティバルなどをはじめとするスポーツ
少年団本部事業の活動の支援を行いました。

日本スポーツ少年団の規定に基づく認定員の研修会だ
けでなく、市独自で、指導者向けの講習会を実施しま
す。

市内全小中学校ＰＴＡに対し、家庭教育学級事業を委
託しました。

家庭教育学級の充実を図ります。

家庭教育学級、子育て講座、出前講座
地域の人材活
等において家庭教育に関する地域の人
利用件 出前講座の市民編・サークル編に４６件１４３８人、
用
市民協
材を活用していきます。
数
民間企業編に１２件３８９人が受講し、多くの地域人
働推進
３００ 材を活用することができました。
課
件
出前講座利用件数２７２件

出前講座の講師登録を増加させるよう努め、利用率の
向上を図ります。

(2)就学前教育の充実

豊かな人間性を育む幼稚園教育の振興
幼稚園教育の
教育総
のため、私立幼稚園への助成の充実を
促進
務課
検討します。

継続

市内６幼稚園に対し、合計１,３８６,７５０円の助成
を行いました。
（内訳）
・園均等割
１２０,０００円×６園＝７２０,０００円
・教職員割
２,５００円×１２０人＝３００,０００円
・教材補充
２５０円×１,４６７人＝３６６,７５０円

保育所におけ 公立保育所において、生涯にわたる人
子育て
2 る幼児教育の 格形成の基礎を培う幼児教育の重要性
支援課
充実
にかんがみ、就学前教育を行います。

継続

各保育所において就学前教育を実施しました。

就学前教育を継続して実施します。

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
地域と連携した教育を推進し、子どもたちの豊かな心
を育みました。
また、各年次研修等を計画的に進め、教員としての資
質向上や指導力を養いました。

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
校内研修等の充実を図り、教職員の資質向上を図りま
す。

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
登校児童生徒に対する対策を協議しました。

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
わやか相談員の研修会を充実させ、資質の向上を図り
ます。

1

当面は、現状の助成内容を継続して実施することにな
りますが、特別支援教育に対する支援など、助成内容
の充実に向けて検討する必要があると考えられます。

(3)学校教育の充実

交通安全教育、国際理解教育、情報教
きめ細やかな
育及び福祉教育等を行い、子どもの豊
1 学校教育の充
指導課
かな心を育みます。また、教職員の研
実
修を充実し、資質の向上を図ります。

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
2 教育相談事業
指導課
会を充実し、関係機関との連携を図り
ます。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

指導課
地域に開かれ 学校評議員制度及び学校公開を充実
3 た学校づくり し、地域・家庭・学校が連携して開か
の推進
れた学校づくりを推進します。

継続

現状と課題
平成２４年度実施状況
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
開を実施しました。また、家庭や地域にも協力をいた
だいて取り組む「八潮市ノーＤＡＹ」を実施しまし
た。

今後の取組及び方向性

学校の取組について広報紙やＨＰを使い周知します。
また、八潮市ノーＤＡＹの取組を一層推進していきま
す。

市内全小・中学校に各5名の評議員を委嘱し、学校運営 学校評議員制度を充実し、地域・家庭・学校が連携し
に幅広く意見等をいただきました。
て開か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、家庭児童相談室
子どもの心の
健康増
が窓口となり、子どもの心の問題に関
健康支援事業
進課
する相談を支援していきます。

電話による相談を随時実施しました。

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など適切な対応を図っていきま
す。

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、心の問題に関する相談を実施しました。

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
談員の資質の向上を図ります。

子育て
支援課

子育てや子どもの発達、就学に関することなど、家庭
児童相談室、保育所、保健センター、教育相談所など
における子育て家庭への相談事業の充実を図りまし
た。

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、指導に当たります。

健康増
進課

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
実施しました。また、保護者の参加も得ながら、学年
や学級活動の一環として性教育を実施しました。

さらに計画的な指導体制を構築します。また、「命の
学習」等、助産師による授業を実施します。

保健センターにおいて、ポスターの掲示とパンフレッ
ト設置を行い、来館者に啓発を行いました。

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。また、ＰＴＡを対象とした薬物乱用防止教室を実
施しました。

今後も授業の充実を図るよう、県教委主催の研修会な
どへ教職員の参加を推奨します。また、学校医、警
察、保健所等の関係機関とも連携し、より充実した取
組をしていきます。

指導課

保健センターと学校が連携して性や性
2 性教育の充実 感染症予防に関しての正しい知識の普
及を図ります。

継続

継続
指導課

3

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

指導課

継続
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施策の柱
(基本目標）

主要
事業名
課題
(5)有害環境対策の推進

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

2

今後の取組及び方向性

青少年育成八潮市民会議と共催した各事業において、
携帯電話のフィルタリングを設定することについて周
知を行ないました。

青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で
フィルタリング普及など有害情報に対応できる体制整
備に努めます。

指導課

情報モラル教育充実のため、情報教育のみならず、人
権教育、生徒指導、安全教育等、様々な分野で教育活
動を行いました。

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。

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

受動喫煙防止や禁煙の推進について広報紙（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。

広報紙やパンフレット設置、ポスター掲示等により広
く市民に周知していきます。

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。離乳食教室は初期、後期合わせて２４回
開催し、延べ３１５人が参加しました。

平成２１年度に策定した「八潮市食育推進計画」に
沿って、計画に沿って食育を推進していきます。

児童館・子育てひろばで食に関するミニ講座や栄養相
談を実施しました。

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、栄養士による給食訪問や地場産物を給食に活用し
ました。

食に関する指導全体計画に基づき、食育活動を継続し
て実施していきます。

野菜の栽培を保育計画に組み入れて食育を行いまし
た。また、献立表、給食だよりで保護者への食に関す
る情報の提供、保育所年間食育指導計画を作成し、保
育所入所児童の食育を行いました。

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
食育指導計画に基づき計画を実施していきます。

社会教
育課
1

現状と課題
平成２４年度実施状況

情報モラルの育成を図るために、学校
有害情報への
教育及び青少年健全育成事業を通し
対応
て、子どもたちへの支援を行います。

継続

継続

(6)食育の推進

健康増
八潮市食育推進計画に基づき、乳幼児 進課
の家庭での食育を推進するため、健康
乳幼児の健康
1
診査、乳幼児相談における個別相談及
づくりの推進
び離乳食教室等において食育を行いま
す。
子育て
支援課

継続

学務課
健康な心身と良い食習慣を形成するた
め、保育所、学校の給食時間や総合学
児童の健康づ 習において食育を行います。また、給
2
くりの推進 食献立表や給食だより等により、保護
者に対し食に関する情報を提供しま
す。
子育て
支援課

継続

12

施策の柱

主要
事業名
課題
子どもが健全に育つために
(1）子どもの社会性の向上

(基本目標）

４

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

健康増
進課

小中学生等が子どもを生み育てること
乳幼児とのふ
の意義を理解し、子どもや家庭の大切
1 れあい体験の
さを理解できるようにするため、乳幼
充実
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
子どもたちが将来にわたり環境を大切
こどもエコク にする意識を持ち、環境にやさしい暮 環境リ
2 ラブ活動の推 らし方を学習していく機会を提供する サイク
進
ための環境学習事業の支援を行いま
ル課
す。
3

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

継続

継続

今後の取組及び方向性

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、学童保育所計５か所で実施し、小学生３２
４人が参加しました。

「赤ちゃんとあそぼ」への参加や助言等により、引き
続き愛育会事業を支援していきます。

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
ジ事業での訪問活動を実施し、乳幼児とふれあう機会
を得ました。

今後も乳幼児とふれあう活動を増やし、家族や命の大
切さを理解するよう指導にあたります。

保育所において中学生の社会体験チャレンジの受け入
れを行い、乳幼児とのふれあいの機会を創出しまし
た。

継続して実施していきます。

5団体 平成２４年度団体数３団体

市民協
働推進
課
やしお生涯楽習館児童室、八條公民館
子どものため
ちびっこコミュニティルームを開放
4 のスペースの
し、子どもの安全な遊び場を提供しま
充実
す。
社会教
育課

現状と課題
平成２４年度実施状況

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

だいばら児童館において各種事業を実施し、児童の健
全育成を図りました。

引き続き事業の充実を図っていきます。また、児童館
の新設についても検討していきます。

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、好評でした。

子どものための安全な遊び場として引き続き多くの方
にご利用いただけるよう管理していきます。

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。

当面の間、継続していきます。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

後期計画の事業内容

担当課

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

①伊草ふれあい公園整備完了
②(仮称)八潮駅南口駅前公園整備工事開始
その他、
街区公園の整備や老朽化に伴った遊具 都市デ
③中井堀児童公園他2箇所遊具改修工事
公園の管理及
７公園
5
の撤去や補修を行い、公園の整備・充 ザイン
④八条親水公園他４箇所公園灯改修工事
び整備
の整備
実を図ります。
課
⑤下河原運動広場防球ネット改修工事
⑥伊勢野わかば公園他4箇所遊具交換工事
⑦幸之宮幼児公園他3箇所遊具塗装工事 等を実施しま
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。

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
スポー
子ども向け事 術活動、スポーツ・レクリエーション
6
ツ振興
業の充実 活動、郷土の歴史や文化とのふれあい
課
活動等子どもが参加できる事業の充実
を図ります。

児童生徒を対象とした「小中学生の水泳教室」を開催
しました。

今後は、民間の水泳クラブや体操クラブ、また、ス
ポーツ少年団が存在する中で、「スポーツが苦手」
「運動嫌い」など、すでに、スポーツに苦手意識を
持っている子どもに対してする、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。

八潮市コミュニティ協議会の事業として、どんぐりこ
ままわし大会を平成２４年１１月４日に実施し、２３
５人が参加しました。

広くＰＲし、引き続きどんぐりこままわし大会を開催
していきます。

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
などの事業を実施しました。
・青少年の主張大会
参加人数：５３６人
・親子名作映画会
参加人数：９６８人
・アニメ・アフレコ体験講座
参加人数：５２人

青少年育成八潮市民会議の組織を強化し、市民主体で
青少年育成を進める体制整備に努めます。

土曜広場
開催回数４３回
延べ人数６，７４０人
実施校１０校

当面土曜（週末）に開催し、継続していきます。

市民協
働推進
課

継続

社会教
育課

子ども土曜広場事業を行い、学校週５
子ども週末活
社会教
7
日制の導入に伴う子どもの週末活動を
動等の支援
育課
支援します。

継続
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施策の柱
(基本目標）

主要
事業名
課題
(2)子どもの安全の確保

1

後期計画の事業内容

担当課

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

現状と課題
平成２４年度実施状況

２６年度
指標

継続

今後の取組及び方向性

八潮市防犯ボランティア３０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
協力して見守る体制づくりを進めました。

学校の協力の下、避難所看板の設置家庭や事務所等に
新たな看板を配布し、協力の再確認をします。

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。
カーブミラー：１１基設置

継続して実施していきます。

道路維持工事の中で、老朽化したガードレールを交換
しました。交換した延長は２６８．０ｍです。

計画的に交換工事等を実施していきます。

交通防
安全な道路交通環境を確保するため、 災課
交通安全施設
2
ガードレール・カーブミラー等交通安
整備事業
全施設の整備を行います。
道路治
水課

継続

視覚障がい児（者）の社会参加を容易
点字ブロック
道路治
3
にし、交通安全の確保を図るため、点
整備事業
水課
字ブロックの敷設工事を行います。

継続

７か所の整備を実施しました。（歩道段差解消工事の
際、当該箇所に設置しました。）

歩道段差解消工事の際、当該箇所に必要に応じて設置
予定です。

子どもたちを交通事故から守るため、
交通安全教育 関係機関と連携して保育所や学校・地 交通防
4
の充実
域における交通安全教育の充実を図り 災課
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１４件
１,４７１人
・小学校に対し２２件
４,９３８人

継続して実施していきます。

交通事故から乳幼児の生命を守るた
チャイルド
め、交通安全運動実施期間等において 交通防
5 シート使用の
チャイルドシート使用の普及・啓発事 災課
普及・啓発
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。
年４回、交通安全運動期間中に実施しました。

継続して実施していきます。

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

継続

伊草団地外周道路の歩道段差２３か所の内、７か所を
整備しました。

継続して、八潮団地の外周道路の歩道段差を解消する
とともに、交差点部以外の段差についても、解消に取
り組みます。

通学路におけ 学校の登下校時において児童生徒が交
交通防
7 る安全確保の 通事故や犯罪に遭わないよう、交通指
災課
充実
導員の充実に努めます。

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。
全小学校区に３１人の交通指導員を配置しました。

継続して実施していきます。

6

既設水路の上部を利用して歩道整備を
行い、歩行者・自転車の安全対策を図
道路整備事業
道路治
8
ります。また、通学路など交通安全
1,000ｍ 実績なし
（歩道整備）
水課
上、特に必要な箇所を優先します。

通学路等、整備優先度の高い路線から、順次、蓋掛け
を実施していきます。
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施策の柱
(基本目標）

主要
事業名
後期計画の事業内容
課題
(3)子育てを支援する住環境の整備

担当課

現状と課題
平成２４年度実施状況

２６年度
指標

今後の取組及び方向性

母子世帯向け 住宅に困窮している母子世帯の住宅確
営繕・
1 市営住宅の確 保を支援するため、市営住宅抽選倍率
住宅課
保
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4戸を募集(応募総数48世帯中母子世帯24世帯) 今後も継続実施します。
しました。

市営住宅建替
老朽低層住宅の中層化建替をする中
2 による居住環
で、居住環境の拡充を検討します。
境の拡充

営繕・
住宅課

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
については、中層化の建替えを推進していくこととし
ました。

計画的に中層化への建替え事業に取り組み、居住環境
等の向上に取り組みます。

乳幼児を連れて外出する際の遊び場や
子育て世帯へ 子ども連れに優しいトイレの設置状況 子育て
3
の情報提供 など、子育て支援に関する様々な情報 支援課
の提供を充実していきます。

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
いて掲載しました。

子育て応援ガイドの内容の更なる充実を図るととも
に、多様な周知方法を検討し実施します。

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
援ガイドに掲載し整備の推進に努めました。

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。

なし

今後も継続実施します。

公共施設の子育て世帯に配慮したトイレ等の施設整備
の状況を子育て応援ガイドに掲載し、整備の推進に努
めました。

公共施設に授乳場所や子育て世帯に配慮したトイレ等
の施設整備の推進に努めます。

なし

今後も整備主管課との協議を行い継続実施します。

4

新たに公共施設等を整備する際には、
子育てに配慮 担当課と協議し、乳幼児連れの親が安 子育て
した施設整備 心して利用できるように、子育てに配 支援課
の推進
慮した施設整備を行います。
継続
営繕・
住宅課
子育て世帯に 新たに公共施設等を整備する際には、 子育て
5 やさしいトイ 担当課と協議し、子育て世帯に配慮し 支援課
レ等の整備 たトイレ等の施設整備を行います。

継続

営繕・
住宅課
(4)子どもの人権の尊重
人権・
人権相談事業 人権擁護委員による相談を実施してい 男女
1
の推進
きます。
共同参
画課

継続

毎月第2木曜日に市役所第３会議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、14件の 継続して実施していきます。
相談がありました。
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施策の柱
(基本目標）

主要
課題

事業名

2

後期計画の事業内容

子どもの保護と基本的人権の尊重を促
人権教育の推
進するため、家庭、学校、地域の連携
進
により、人権教育の充実を図ります。

担当課

２６年度
指標

現状と課題
平成２４年度実施状況

今後の取組及び方向性

総務人
事課

専門研修において同和教育研修（２日間）を実施し、
受講者は１１５名でした。

今後も引続き研修を実施し、職員の人権教育の促進を
図ります。

社会教
育課

各小中学校ＰＴＡに委託した家庭教育学級で人権講座
を開催しました。また、人権標語の募集や人権ビデオ
を購入、人権教育指導者養成講座の実施、関連情報の
収集、周知等の啓発に努めました。

八潮市人権教育推進協議会と連携し人権教育推進事業
を展開します。また、各種人権教育研修会を開催し、
人権・同和教育指導者養成講座を開催します。

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。また、児童生徒の人権作文を募集
し、人権文集「いちょう」を発行しました。

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。家庭や地域の人々の理解を図るとともに啓発に
努めます。

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

第3次八潮市男女共同参画プランの見直しを行い、改訂
第3次男女共同参画プラン改訂版に基づき、男女共同参
版を策定しました。また、年次報告書を作成しまし
画を推進していきます。
た。

継続

指導課

八潮市に生まれ育つ子どもたちの心身
八潮市子ども ともに健やかな成長を願い、「八潮市
3
指導課
憲章の推進 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め、第
人権・
第３次八潮市 ３次八潮市男女共同参画プラン進捗状
男女
1 男女共同参画 況について評価・検討を行うとともに
共同参
プランの推進 意識啓発等の充実を図っていきます。
画課
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