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は じ め に 

東松山市では、平成２２年３月、次世代育成支援対策推進法第８条第１項の

規定に基づく市町村行動計画として、「東松山子どもすこやかプラン」を策定し

ました。 

プランは、平成２２年度から２６年度までの５か年を計画期間とし、「子ども

が、人を、地域をつなぎ、未来を創るまち・東松山」を基本理念に掲げ、行政

はもとより、地域の事業所や市民一人ひとりが一丸となって、子どもや子育て

家庭を支えていくことのできる地域社会の実現を目指しています。 

この年次報告書は、同法第８条第６項の規定に基づき、毎年１回、市町村行

動計画に基づく措置の実施の状況を公表するもので、具体的には、プランの第

３編に掲げた「具体的施策」のうち、平成２４年度において、特に進展が図ら

れた施策の内容を拾い出し、できるだけ分かりやすくまとめたものです。 

 皆様には、年次報告書の内容をご覧いただき、当市における子どもや子育て

家庭への支援策の取り組み状況をご理解いただくとともに、課題や問題点等を

も併せてご確認賜り、今後の推進に向けてご意見ご提案などをお寄せいただけ

れば幸いです。 

≪評価基準≫  

Ａ：目標達成………取り組みを通じて目標を達成した。（新規・既存） 

 Ｂ：取組の推進……目標達成のための取り組みを前進させている。（新規） 

         …取り組みに新たな要素を付加する等改善を行っている。（既存） 

Ｃ：具体化の推進…目標達成のための取り組みの検討や準備を行っている。（新規） 

        …従前どおり取り組みを実施している。（既存） 

Ｄ：未着手、後退…目標達成のための取り組みに手が着いていない。（新規） 

        …従前よりも取り組みが後退している。（既存） 
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東松山市の待機児童数は、平成１９年度から年度当初の数値については、漸減傾向にあ

り、平成２１年度及び２２年度の当初においては、共に８人となっています。

  平成２３年度の当初において、４０人に急増しましたが、平成２４年度には３２人と減

少しております。

長引く不況の下で、非正規雇用の拡大や賃金の低落傾向などが依然として続く中で、就

労を希望する保護者が増加し、家庭における保育が不安定化していることが背景にあるも

のと考えられます。

  また、待機児童問題が叫ばれる一方で、全国的に保育士不足が大きな課題となっており、

質の高い教育・保育、子育て支援を提供するためには、子どもの育ちを支援する従事者（幼

稚園教諭・保育士など）の専門性や経験が極めて重要であり、人材確保とともに研修その

他により専門性の向上を図ることが重要と考えます。 

 今後においては、「子ども子育て支援新制度」の動向も視野に入れつつ、地域の事業者並

びに保護者のニーズを的確に踏まえた実効的な対策を講じていくことが課題となっていま

す。

第１章 子育て支援の充実 

第１節 保育サービスの充実 

「現状と課題」の最新動向 

◆ 待機児童数と保育園定員数の推移（単位：人） 
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保育に欠ける（保育が必要な）児童への対応として、認可保育園の定員を拡大すること

と並行して、家庭保育室や事業所内保育所などの整備を推進します。また、３～５歳児に

ついては、幼稚園の預かり保育を活用するなどして待機児童の解消に努めます。 

  多様な保育ニーズへの対応としては、休日保育と病後児保育について計画期間内での 

実施を目指します。夜間保育やショートスティ事業については、そのニーズ動向を見極め

ながら実施について検討します。 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

保育課通常保育

認可保育園や認定こども園（幼保連携型）の誘致を図ることなど

により待機児童の解消を図ります。

≪目標≫

 実入園者ベース

１２か所

１，１００人

1 

≪達成値≫ 

１２か所 

１，１１９人 

（平成 24年 4月現在） 

≪取組内容≫ 

認可保育園１施設（高坂ひまわり・定員６０名）が開設

し、のもと保育園の定員が３０名増員となり、待機児童も

４０人から３２人に減少しました。 

平成２５年４月 １２か所 定員数 ９８５人 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

保育課延長保育

現在６か所の保育園で実施している延長保育を１か所増加しま

す。

時間については、利用状況を確認し検討します。

≪目標≫

７か所

１３０人

6 

≪達成値≫ 

７か所 

延６９１人 

≪取組内容≫ 

公立保育園３か所、民間保育園４か所、計７ヵ所におい

て実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ
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子育て支援課放課後子ども教室

放課後の子どもの安全・安心な居場所づくりとして、放課後子ど

もプランに基づき放課後子ども教室の実施を検討します。実施にあ

たっては、地域の方々などのボランティアの協力体制が必要です。

≪目標≫

５か所

１３０人

16 

≪達成値≫ 

２か所 

４８人 

≪取組内容≫ 

平成２３年９月からモデル校として青鳥小と新宿小の

２校で実施。平成２４年度からは定員を２０名から２４名

と増員をしました。 

平成２５年度に新たな放課後子ども教室として、２校

（野本小・市の川小）を開設することとなり、オープンに

向けた準備を実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

保育課病児・病後児保育

病気回復期にある子どもを保育する病後児保育については、関係

機関と調整し早期の実施に努めます。 

病気で保育が困難な病児保育については、病後児保育実施後検討

をすすめます。 

≪目標≫

１か所

定員４人

9 

≪達成値≫ 

実施に向けた具体

的な支援を開始 

≪取組内容≫ 

平成２５年７月にほしこどもおとなクリニックが病児

保育室を開設することになり、改修費の補助を実施しまし

た。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

保育課放課後児童クラブ 14 
低学年を中心とした小学校児童の放課後の保育の場である放課後

児童クラブの充実を図ります。 

 大規模クラブの解消については、利用状況をふまえ検討します。 

≪目標≫ 

１３か所 

７７０人 

≪達成値≫ 

大規模クラブの

解消 

≪取組内容≫ 

大規模改修を経て平成２４年度より「竹の子クラブ」が

「第１竹の子クラブ」「第２竹の子クラブ」となり、大規

模クラブが解消されました。 

平成２４年度 １３か所 ６３５人 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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従来の子育ては、家族や地域社会の互助を前提として営まれ、そうした身近な支え合い

では対応ができない児童については、行政が保育所や児童養護施設に入所させるといった

措置をとるという構造となっていました。

  しかしながら、家庭や地域の養育力が年々低下する中で、子育てを社会全体で支えると

いう次世代育成支援の考え方が新たに生まれ、平成１５年には次世代育成支援対策推進法

が制定されました。

  また、子ども・子育て関連３法（平成２７年４月施行予定）では、幼児期の質の高い学

校教育や保育、地域の子ども・子育て支援を、基礎自治体が実施主体となって総合的・計

画的に推進することとしています。

当市では、法律に基づいて「東松山子どもすこやかプラン」を策定し、具体化を進めてい

ますが、内容的には行政中心の取り組みがなお多く、地域ぐるみの推進体制の整備が課題

となっており、平成１７年４月のオープンから９年目を迎える子育て支援センターソーレ

をはじめとする地域子育て支援拠点を中核として、相談体制の強化や、親同士・子ども同

士の交流機会の提供、ネットワークづくりの支援などが求められています。

子育て家庭が適切な子育てを行えるように相談を受けるとともに、情報提供を行います。 

 自治会など地域団体による地域の見守りや交流、子育てサークルなどの活動を支援します。

  また、地域と子育てサークル、関係機関相互の連携の支援と望ましいあり方について 

検討します。 

  こうした家庭・地域における子どもと子育て家庭のために、地域子育て支援拠点を中核 

として、子育て家庭の問題や意識・ニーズの動向などをふまえて、より望ましいあり方を 

検討し、常に改善を図りながら運営していきます。 

第２節 地域における支援（子育て支援事業）の整備 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課地域子育て支援拠点の整備

子育て支援センター「ソーレ」を中心とした地域子育て支援拠点

の整備を図ります。現在、埼玉県の補助対象の基準となっている中

学校区数５か所を上回る設置については、地域性などを考慮し検討

します。

≪現状≫

５か所

≪目標≫

６か所以上

19 

≪達成値≫ 

６か所 

連携会議の実施 

≪取組内容≫ 

平成２２年度に、中学校区数５か所を上回る６か所とな

りました。本年度は、６か所の地域子育て支援拠点の連携

を図るため定期的に担当者会議を実施することとしまし

た。 

また、担当者のスキルアップを図ることを目的として研修

会を実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ａ 

子育て支援課子育てサークル・ネットワークへの支援

子育てにかかわっているサークルが活動しやすくなるための支援

とサークル同士が連携し、より実効性のある活動となるようにネッ

トワークの支援を行います。

≪目標≫

支援の拡大

21 

≪達成値≫ 

リーフレット「こ

そだれ通信」の作

成、フェスタの共

催などを通じた

「東松山子育て

ねっと」との協働

の推進 

≪取組内容≫ 

３作目になる「こそだれ通信」では、作成スタッフを

公募し、多くのスタッフにより作成しました。 

年々参加者の増加傾向のある「このゆびと～まれ！フェ

スタ」は、９回目を迎え、若いママを中心とした子育て

ねっとや協力団体によって実施され、来場者の増加を踏

まえて駐車場を近隣の大型ショッピングモールの一部を

借用し循環バスの運行を実施した。ボランティアを含め

１,２００人の参加者となり、施設面・運営面での支援を

行いました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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幼稚園に就園する年齢である３～５歳児の人口は、過去５年間の推移でみた場合、依然

として漸減傾向にあります。また、市内の幼稚園８園における実際の在園児童数も、それ

に比例する形で徐々に減少しています。

  反面、定員の余裕は徐々に拡大し、現状で４０％の空きがあることから、保育園の待機

児童が急増する中、現在国で検討の進められている「子ども・子育て新システム」の具体

化により、幼保の一体化が進められることを視野に入れながら、今後の施設の在り方につ

いて、関係者との協議を重ね、方向性を定めていくことが課題となっています。

◆３～５歳児の人口及び幼稚園在園児童数の推移（単位：人）

「幼稚園・保育園と小学校の連携」を中心的に施策をすすめます。  

子どもが幼稚園・保育園から小学校に入学する時、環境の変化にスムーズに対応できない、

いわゆる「小一プロブレム」を解消することを第一の目的とし連携を深めます。
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第３節 幼児教育の充実 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

保育課

学校教育課
幼児教育振興協議会の充実

幼児教育振興協議会については、昭和５３年の設置以来、幼児教

育の振興に寄与してきました。会の事業の一環である幼保小の３者

連絡会は、教員、保育士相互の交流を深める機会となっています。

≪目標≫

３者連絡会への

参加者 ６０人

28 

≪達成値≫ 

３者連絡会への 

参加者１００人

≪取組内容≫ 

「幼保小三者連絡会」は連携担当者を定め、年２回（小

学校・保育園）で公開授業と研究協議を行ったことにより

参加者が増加しました。元埼玉県教育委員長の松居和氏を

講師に迎え、「幼児教育研修会」を開催しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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インターネット等を通じ、流通する情報が質量ともに膨大となる中で、子育て家庭にと

って、本当に必要な情報を手に入れることは簡単ではなく、氾濫する情報に翻弄され、正

しい判断ができなくなる危険性も増大しています。 

子育てに関する行政情報、民間サービス、地域情報等を、子どもの成長や生活にあわせ、

必要な時に手軽に入手でき、必要な情報を通じて、子育て家庭や子育てサークル、ＮＰＯ

などの子育て団体が交流し、地域の子育てを支援する力や子育てしやすい環境づくりを向

上させる地域ポータルサイトなどに取り組む必要があります。 

子育て中の人が簡単に必要な子育てに関する情報が得られるよう配慮します。 

子育てに必要な情報が網羅された「子育てハンドブック」を平成２２年度にリニューアル

し、より使いやすくわかりやすいハンドブックになりました。この子育てハンドブックを

中心に、ホームページなど整備をすすめます。 

  また、子育て支援センター「ソーレ」を中心とした地域子育て支援拠点や子育て支援事

業などの機会を活用し様々な情報を発信していきます。  

正しく必要な情報を早く、わかりやすく提供するように努めます。 

第４節 情報の提供と相談体制の充実 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課子育てハンドブックの充実

現在の子育てハンドブックは、平成１９年から使用しているもの

で、内容に変更が生じた事項もあることから、内容の見直しも含め

充実

≪目標≫

子育てハンドブッ

クの定期的な改訂

31 

≪達成値≫ 

協働によるリーフ

レットの作成・発行 

≪取組内容≫ 

平成２２年度に改訂を行った新たなハンドブックは、Ａ

５横版サイズに改め、タイトルは“こそだて・あんしん・

らいふ”の頭文字をとって、「こあらブック」と名付け、

より分かりやすく、親しみやすい誌面・内容への一新を図

りました。なお、ハンドブック本編の改訂に併せて、「東

松山子育てねっと」との協働により、身近で新鮮な情報を

満載した別冊リーフレット「こそだれ通信」を発行し、併

せて配布を行いました。 

平成２４年度は、引き続き「東松山子育てねっと」との

協働で「こそだれ通信」第３号を発行しました。

会の事業がやや固定化してきていることから、中期的な

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

A 
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◆こあらブック

◆こそだれ通信
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子どもは、様々な学校や社会での経験をとおして心身ともに健やかに成長していきます。そし

て子どもが他者を思いやる心や感動する心など豊かな人間性をより育む必要があります。 

近年、子どもをとりまく環境の悪化などにより、一部にはやりたいことをみつけられない子ど

もや、生きている実感や気力の湧かない子ども、他者への気遣いやコミュニケーションが苦手な

子どもが増えているといわれており、心の教育の重要性やいのちの大切さを理解することが求め

られます。 

不登校などの問題については、誰にでも起こり得る問題と捉え、周囲の人々が理解し、温かく

見守りながら、性急にならずに本人にあった解決策や生き方を探していくことが必要です。 

このようなことに対応していくには、外部人材の活用や地域との連携を密にした学校教育を行

っていくことが有効です。子どもの社会参加など特色ある学校づくりの一環としても地域との連

携の重要性が増しています。

子どものことを第一に考え、子どもの個性を尊重し、才能を伸ばして夢を持つことを支

援します。同時に、確かな学力と社会性を身に付けられるよう適切な教育を提供します。総

合教育センターや市独自の少人数教育である「すにいかあプラン」など特徴を生かし 子ど

もたちを支援します。

第１節 学校教育など教育環境の充実 

「現状と課題」の最新動向 

第２章 子どもが健やかに育つための支援の充実 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

保育課

学校教育課
心の教育の充実

人と接する機会の少なくなった今こそ、より心の教育が必要であ

ると言われています。

心といのちの大切さを教える機会を増やし、道徳教育の充実を図

るなど子どもたちの心を育てていく教育を実施します。

≪目標≫

心の教育の充実

34 

≪達成値≫ 

「彩の国の道徳」を 

活用した道徳教育

の充実 

≪取組内容≫ 

埼玉県教育委員会が、児童生徒の豊かな心をはぐくむ

ために平成２１年度に独自に作成した道徳教育教材資料

集「彩の国の道徳」を活用し、道徳教育の充実を図って

います。平成２４年度は、いじめ防止フォーラム開催（平

成２５年度開催予定）に向けた検討、準備を始めました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

ｃ 
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子どもは、学校や家庭だけではなく、社会のなかで様々な体験をすることによって学び、成長

していきます。なかでもボランティアは、人間が社会の一員として成長するため体験することが

求められている活動です。 

しかし、子どもたちは、放課後や休日でも塾や習い事などで忙しい生活を送っており、学校や

家庭の外の社会にいる時間が少なくなってきているようです。 

こうしたなかでも、生涯学習やボランティアなど子どもが気軽に参加することができ、色々な

体験を重ねていくなかで、様々なことに関心を抱き、感受性が豊かな大人になるよう支援するこ

とが必要です。 

また、進学や就職など将来の進路に関しては、様々な情報を入手することができますが、多様

な業界・職業があるなかで、子ども一人ひとりにとって、本当に欲しい情報の入手や実情を知る

機会を得るのは難しいのが現状です。自分が将来何になりたいか、なかなか決めきれない子ども

も多いことが予想されます。 

このため、早くから自分の将来のことを考え、職場体験やボランティア体験など自ら現場をみ

て考える機会の充実が求められます。 

さらに、地域のまちづくりに関心を持ちかかわる機会を持つことも、子どもの自立心や社会性

を育てるうえで重要です

東松山市社会福祉協議会の「夏ボラ（夏のボランティア体験プログラム）」をはじめとす

るボランティア、「福祉教育・ボランティア学習推進員」による事業、職業体験を行うジュ

ニアインターンシップなど多様な体験ができるようにします。

  また、市民活動の拠点の場でもある各地区の市民活動センターで子どもにとって魅力あ

る講座を開き、子どもの参加を促進します。

第２節 ボランティアなど体験的生涯学習の推進 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

学校教育課

社会福祉課
ボランティア教育の実践

 子どもたちがボランティア活動にかかわることにより、ボランテ

ィアの意義、目的を理解してもらうためのボランティア教育を実施

します。

 学校と社会福祉協議会との連携を深め、効果的に実施するよう努

めます。

≪目標≫

ボランティア教育

のいっそうの充実

38 

≪達成値≫ 

中学生を中心とし

たボランティアの

実施 

≪取組内容≫ 

平成２３年度より、スリーデーマーチの期間中、「中学

生ボランティア」としての位置付けを始めました。平成２

４年度は３８４名の参加がありました。 

また青少年健全育成事業、子育て支援事業でも広く中学

生・高校生のボランティアを募り、実施しています。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ

地域活動支援課市民活動センター等での子ども向け講座の充実

 各市民活動センターで行われている子ども向け講座、教室をより

一層充実します。

 今後も子どもたちだけの講座等に加え、親子で参加できる講座等

についても充実するように検討します。

≪目標≫

講座の充実

41 

≪達成値≫ 

新たな講座の開催 

≪取組内容≫ 

各市民活動センターでは、ボランティアグル―プの協力

を得て子ども理科教室を実施しており、子どもの理科離れ

が叫ばれる中、多くの子どもたちが参加しています。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

ｃ 
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  子どもが家事の一部を担うのが当たり前だった時代には、兄弟姉妹も多く、両親に代わって

幼い妹や弟の世話をすることによって、子育てに必要な知識や親の役割を日常的に学ぶことが

できました。

 しかしながら、核家族化や少子化の進展により、そうした機会が失われてきた結果、自分の

子どもを持ってはじめて幼児に接し、子育てに直面する親が多くなり、知識や情報ばかりが氾

濫する中で育児に悩み、ノイローゼに陥ったり、虐待に及んでしまうケースさえあるのが実情

です。

  こうした中、次世代の親の育成の観点から、職場体験や夏のボランティア体験プログラムに

おける保育園や幼稚園等への子どもの受入を拡大するなどして、幼児教育振興協議会を中心と

した幼・保・小の連携を中学校や高校へと展開していくことも課題と考えられます。

小・中・高校生が、将来、親になることを考える機会を持ち、希望を持てるようにする

ために、幼稚園・保育園と小学校・中学校・高校がそれぞれ連携し、乳幼児など自分より

も年下の子どもとふれあう機会を設けます。

  さらに、子どもを持つことや子育てに関して考える授業を行うことで、次代の親の育成 

を継続的に取り組みます。

  また、男女共同参画社会を形成するため年齢に応じた教育、学習を行っていきます。 

第３節 次世代の親の育成 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

学校教育課

人権推進課
男女共同参画社会の視点にたった教育・学習の充実

 男女共同参画社会を実現するためには、学校現場をはじめとする

なかで男女平等意識を育てることが必要です。また、学校以外でも

家庭、地域おいて男女共同参画社会が構築されるような意識啓発、

生涯学習の充実が必要です。

≪目標≫

意識啓発、生涯学

習の充実

44 

≪達成値≫ 

小中学生を対象と

し男女共同参画に

関するアンケート

の実施検討 

≪取組内容≫ 

市内小学４年生と中学２年生を対象とした「男女共同参画

に関する調査」を実施し、結果をまとめたリーフレットを

作成した。性別に関係なく男女共同参画社会が構築される

ような意識の啓発につなげました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

B 
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市内には約８０か所の公園がありますが、多くは、市民一般の憩いの場として整備され

ているため、子どもにとっては必ずしも利用しやすい環境にはなっていません。

  また、近年では、財政状況の厳しい中で、老朽化によりやむを得ず撤去される遊具も少

なくないのが実情です。さらに、市内には児童館が無いため、放課後に市民活動センター

のフリースペースや大型店の一角などで時間を過ごす児童も見受けられます。こうした中、

既存の公共施設の有効活用や、小学校や保育園等の施設開放などを通じて、子どもが身近

で気軽に利用できる居場所づくりを進めていくことが課題となっています。

新たな施設整備が難しいなか、既存の施設を有効に活用できるよう校庭だけではない

小・中学校の開放や市民活動センターの利用を検討します。  

  また、放課後子ども教室については、前年度から実施に向けた検討を進めていましたが、

平成２３年９月から青鳥小、新宿小の２校で開設しました。

第４節 子どもの居場所づくり 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課（再）放課後子ども教室 ⇒ P3  46 

子育て支援課市民活動センターの活用

市民活動の拠点として設置されている市民活動センターでは、子

どもや子どもを連れた方も多く利用しています。今後も、そのよう

な方々が利用しやすい対応を心がけます。

≪目標≫

授乳スペースの設置
など施設面での整備
子育てにやさしい
職員の対応

47 

≪達成値≫ 

市民活動センター

へのプレイスペー

スの設置 

≪取組内容≫ 

平成２３年度に埼玉県の地域子育て創生事業補助金を

活用し、平野市民活動センターと高坂市民活動センターに

子ども向けのプレイスペースを設置しました。 

子ども連れの来所者が活用しています。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ａ 

障害者福祉課障害のある子どもの居場所づくり ⇒ P37 項目外
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東松山警察署管内の犯罪認知件数は、年々減少していますが、反面、非行少年の検挙 補

導件数は増加の一途を辿っており、依然として犯罪の低年齢化が危惧される状況となって

います。

  こうした中、市では、警察署との連携に基づき、地域の幅広い団体や組織の参加により、

愛の一声運動などの啓発活動や有害図書の販売規制等の環境浄化運動を実施しています。  

しかしながら、それらの事業については、市主体の運営により長年継続されてきているた

め、内容が固定化するとともに、新規の展開が図られない状況となっています。

  一方、警察署については、東松山駅周辺等にたむろし、抗争事件を引き起こしていた非

行グループの検挙補導を継続的に実施した結果、顕著な効果をあげたところです。

  今後は、愛の一声運動に当事者である高校生等の参加を促し、身近な立場からの啓発に

努めるとともに、青少年育成推進員などを有効活用することで、地域の担い手の運営への

主体的な参画を進めていくことが必要と考えられます。

 情報機器の急速な普及により、子どもの携帯電話やスマートフォンなどの所持率が急速

に高まり、有害情報への接触や学校裏サイト、書き込みによる誹謗中傷、ネットいじめ等

への取組みが大きな課題となっています。

学校では、人の立場に立ち物事を考えるようにするなど、人を思いやる心を中心とした 

非行防止教室を行います。

  また、薬物やナイフなどを持つことにより犯罪に巻き込まれる危険性を理解してもらう

ための啓発活動を行います。

 青少年健全育成事業としては、平成２４年度から青少年保護育成会を青少年育成東松山

市民会議へ改編し、青少年育成東松山市民会議を中心とし、愛の一声運動や青少年育成推

進員・少年指導委員と連携をとり非行防止に取り組みます。

第５節 子どもの問題行動への対応 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

地域活動支援課
愛の一声運動

東松山市青少年保護育成会と東松山警察署の共催で実施してい

る、青年健全育成運動である愛の一声運動をより一層推進します。

≪目標≫

参加人数

毎年 1,300人以上

51 

≪達成値≫ 

参加人数 

夏:１６回 

延べ１，３９７人

≪取組内容≫ 

夏休みを挟んだ７月から９月の３か月間、東松山駅及び

高坂駅において、駅頭での啓発活動と周辺のパトロールを

延１６日間にわたって実施しました。 

平成２４年度は１３年目となりますが、参加者が最多と

なったほか、高校生などの参加を促進しました。またパト

ロールに併せて、駅周辺の環境美化活動を実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

埼玉県知事が委嘱している青少年育成推進員と埼玉県公安委員会

が委嘱している少年指導委員と連携をとり、少年の非行防止に努め

ます。

≪目標≫

年６回程度 

≪達成値≫ 

愛の一声運動への

スタッフ参加を含

めた、より主体的な

参加

≪取組内容≫ 

平成２４年度から青少年保護育成会を青少年育成東

松山市民会議へ改編し、青少年育成東松山市民会議を中

心として愛の一声運動へのスタッフ参加、レンタルビデオ

店、深夜営業店への啓発活動などを実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

ｃ 

52 青少年育成推進員・少年指導委員との協働 子育て支援課

地域活動支援課
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 医療の進歩により、妊産婦や乳児の死亡率が低下した反面、核家族化や地域コミュニティの

希薄化により、幼い子どもとのふれあいを経験せずに、妊娠・出産により突然親という立場に

なった上に、身近に相談する相手も無く、一人で育児に悩むケースも少なくありません。

 こうした中、引き続き健康推進課が中心となり、「ひがしまつやま健康プラン２１」に

基づいて、必要な健診や相談・訪問を実施するとともに、父親の理解と参加の促進にも配慮

しつつ、講座や学級などの学習機会の開設を行うことで、安心して出産や子育てを行うことの

できる環境づくりを進めていくことが重要です。

母親の健康を確保するとともに、安心して出産や子育てを迎えられるよう、正しい知識

 の普及や、不安や悩みの解消、仲間づくりなどを支援します。

  父親に対しては、両親学級への参加促進などを通じて、ともに協力しながら子どもを

産み育てていく意識改革に努めます。

第１節 安心して子どもを産み育てられる親の健康の確保 

「現状と課題」の最新動向 

第３章 子育て家庭の健康づくり 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

健康推進課ひがしまつやま健康プラン２１の推進

 ひがしまつやま健康プラン２１に基づき、子どもと子育てをして

いる親の健康づくりを支援します。

≪目標≫

プランに基づく

支援の実施

55 

≪達成値≫ 

「栄養」をテーマと

した事業を実施 

≪取組内容≫ 

 平成２４年度は「栄養」をテーマとし、市内有名シェフ

による「おいしい野菜料理講習会の実施（全４回、参加者

６９名）や「朝ごはんを食べようリーフレット」の作成（幼

稚園・保育園の年長児、小学校１～６年生、５,９０８名

に配布）を行いました。 

また、健康推進課内に「朝ごはんの効果」「朝ごはんを

取り入れるためのヒント」等のパネルの展示を実施しまし

た。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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健康推進課両親学級

母親だけでなく父親が、妊娠・出産、育児に関する基本的な知識、

技術を学び、親同士の仲間づくりを支援するため両親学級を開催し

ています。 

参加者の増加、特に父親の参加の促進に努めます。

≪目標≫

妊娠の届出者数に占

める父親の参加割合

≪現状≫

１０．７％

≪目標≫

１５％

58 

≪達成値≫ 

父親の参加率 

１３．０％ 

≪取組内容≫ 

 妊婦・妊婦の夫を対象に、年６コース、１コース６回

(１コース定員３０名)を実施。６回目には、夫による妊

婦体験も実施しました。 

平成２４年度は、妊婦１０８名、父親７２名、母親４

１名、子ども４１名、実人員２６２名、延べ人員６５２

名の出席状況で、父親の参加率が１３．０％となりまし

た。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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厳しい経済状況や雇用情勢を背景として、「子どもの貧困」が社会的な問題として取り上げ

られる中、当市では、子どもが病気になったり、けがをした時に安心して医療を受けることが

できるためのセーフティネットとして、中学３年生までの児童を対象としてこども医療費の

支給を行っています。

しかしながら、子どもの養育が十分にできない親が増加し、中にはネグレクト（育児の怠慢

放棄）として児童虐待として取り扱われるケースなども生じる中で、必要な健診を受けられ

ない子どもも少なくありません。

  こうした中、健康推進課が中心となり、市役所の関係課はもとより、民生児童委員や母子愛  

育会など地域の担い手との連携を図りながら、子どもや子育て家庭の健康を守る取り組みを地

域ぐるみで推進していくことが重要です。

子どもの健康の確保及び子育て家庭の育児不安の軽減を第一に、健診や家庭訪問など

必要な対応を行っていきます。 

  乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）は、既に実施済みですが、あわせて

養育支援訪問事業を早期に開始すべく検討を進めます。

  また、子育て支援団体などと連携して、子育て家庭に対する相談や助言を行います。

さらに、子育て家庭が地域から孤立しないよう子育て家庭に向けた情報発信と啓発を図り、

子ども及び子育て家庭の健康の確保と以上の早期発見に努めます。

第２節 健やかに成長できる子どもの健康の確保 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

健康推進課母子愛育会、健康を守る会との協働

 健診、家庭訪問、講演会など各種事業を母子愛育会、健康を守る

会などの協力団体と連携をとりながら実施しています。

 今後もそのマンパワーを活かし、各地区で相談を行うなどきめ細

やかな相談支援体制を作ります。

 また、三世代交流会のような世代間交流事業も実施しています。

≪目標≫

連携の充実と世代

間交流事業の拡大

77 

≪達成値≫ 

子どもや子育て世

代との交流の実施 

≪取組内容≫  

平成２４年度は、８月の「このゆびと～まれ！フェス

タ」に参加し、子どもの身体測定、発育についての相談

を実施しました。 

また世代を超えての交流事業として「三世代交流会」

を唐子地区で実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫ 

Ｂ 
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  “孤育て”という言葉に象徴されるように、コミュニティの希薄化や核家族化の進展に伴い、

地域や家庭において世代間の支え合いや交流が乏しくなり、親から子へと子育てのノウハウが

受け継がれなくなる中、急な病気や突発的な事故などの際に、適切な判断や対処ができず、

保護者がパニックに陥るようなケースも少なくありません。

 こうした中、とりわけはじめて子育てを行う、あるいは子育ての経験の少ない保護者を対象

として、こどもに起こりやすい症状や事故について、予防法や対処法などの啓発を行うための

機会を充実していく必要があります。  

  同時に、小児科や産婦人科など身近な医療機関についての最新の情報を分かりやすく伝え

 ながら、子育て家庭が病気やけがの時だけでなく、日頃から気軽に相談のできる「かかりつけ

医」をつくることができるよう側面からの支援を行っていくことも課題です。

市内外の小児及び女性・周産期医療機関に関する情報や休日当番医などの情報について、

 市広報や市ホームページなどを活用しながら周知徹底を図ります。

  また、子育て家庭や子どもが欲しい家庭にとって、必要な情報を的確に伝えることの

 できる体制の整備に努めます。

  家庭などにおいて、子どもの急な病気の時や、子どもに起こりやすい誤飲・転落と

いった事故の時に、迅速かつ的確な応急措置ができるように対処法の普及に努めます。 

第３節 医療機関情報の提供や対処法などの普及 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

健康推進課
小児医療対処法の啓発

子どもの病気やけがなどの対処方法の情報を提供するとともに、

教室、講座などを開催します。

≪目標≫

早期実施

81 

≪達成値≫ 

講習会の実施 

≪取組内容≫ 

 日本赤十字社の協力により、市内の子ども会育成者の保

護者向けに「こどものけがと応急手当・病気と看病の仕方」

についての講習会を実施しました。（１０６名参加） 

 また虹色ファンドを使い、「暮らしの中にひそむ危険」

と題して、身近なところで起こる危険から身を守るための

講習会を実施しました。（１０３名参加） 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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 産婦人科、小児科については、患者や家族から訴訟を起こされるケースが少なくないことも

あり、他の診療科目以上に医師不足が深刻となっています。

 また、急な発熱など子どもに起こりやすい症状に対して、適切な判断や対処ができない保護

者が増加していることに加えて、こども医療費の制度が拡充し、窓口での負担が無くなった

ことも影響し、小児科とりわけ小児救急を実施している医療機関に子どもの患者が殺到し、

急を要する子どもや保護者、さらには診療に当たる医師の負担を大きくする結果となって

います。

 こうした中、比企医師会が設置している「比企地区こども夜間救急センター」や東松山消防

署などとの連携を図りつつ、相互の役割分担を明確化するとともに、子育て家庭に対してその

内容を的確に周知することで、適切な利用を促進していくことが必要です。

  子育てをしている家庭に対して休日当番医、比企地区こども夜間救急センター、休日歯科 

センターなどの小児救急医療体制の周知を図ります。健康推進課だけではなく各医療機関や

消防署などとも連携をとり周知を深めることが重要です。

 子どもの救急ミニガイドブックや埼玉県小児救急電話相談（#8000番）などの小児救急情報
の周知も図ります。

 また、初期救急、二次救急などの救急システムの啓発とともに誤飲やけが、発熱などに

対する講座・教室を開催します。

第４節 小児救急医療体制の確保 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

健康推進課
小児救急医療情報の提供

 埼玉県小児救急電話相談（＃8000 番）、埼玉県救急医療情報セン
ター、財団法人日本中毒情報センター、社団法人日本小児科学会な

ど小児救急関連の情報提供に努めます。

≪目標≫

情報提供方法の

検討

86 

≪達成値≫ 

市の広報・ＨＰへ 

の掲載 

≪取組内容≫ 

埼玉県小児救急電話相談の相談時間を平成２４年７月

から拡大（現在、午後１１時まで→翌朝７時まで）するに

あたり、市のＨＰの掲載をよりわかり易くしたほか、周知

の拡大を図りました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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  子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養

 と睡眠が必要です。

 しかしながら、都市化や少子化の進展、さらにはライフスタイルの２４時間化、テレビ

ゲームの普及などに伴い、子どもたちが、集団で外遊びやスポーツに親しみながら、基本的な

生活習慣を身に付け、体力を育む機会は年々減少しています。

同時に、そのことは、子どもたちが社会性やコミュニケーション能力を育むことを困難に

 させてもおり、心の病を抱える子どもの増加を招いています。

  こうした中、近年では、新型インフルエンザやノロウィルス、マイコプラズマ肺炎など

新たな感染症の流行のほか、酷暑に伴う熱中症対策や、さらには福島第一原子力発電所の事故

に伴う放射性物質対策など子どもの心身の健康を脅かす新たな課題が山積しています。

 今後は、それぞれの課題についての情報の共有や対策の実施などに併行して、学校や

保育園・幼稚園等と、家庭、地域が互いに連携しながら、「早寝・早起き・朝ごはん」と

いった基本的な生活習慣の確立と生活リズムの向上に取り組んでいくことで、心身ともに

健康でたくましい子どもたちの育成を図っていくことが重要です。

  心の健康に対しては、学校と児童相談所、家庭児童相談室など関係機関が連携し必要な

フォローを行います。

  喫煙や覚せい剤などの薬物乱用の問題については、青少年健全育成事業とも連携を図り対策

 を講じます。

第５節 小・中学生の保健対策 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

学校教育課
心の健康

様々な面で変化の速い現代社会のなかでは、小学生・中学生も

心理的に不安定になりやすい傾向があります。心理的に不安定に

なってしまった子どもたちに学校相談員を中心として必要な支援を

実施します。また、家庭児童相談室とも連携を強めていきます。

≪目標≫

制度の周知と実施

の支援

88 

≪達成値≫ 

スクールソーシャ

ルワーカー、学校相

談員、スクールカウ

ンセラーの連携の

強化。 

≪取組内容≫ 

 児童相談所や福祉事務所などの関係機関と連携を取り

ながら、児童が抱える課題の解決を図っています。 

スクールソーシャルワーカーを小学校に１名、学校相談

員を中学校に６名、スクールカウンセラーを３名を中学校

中心に配置し、連携の強化に努めています。 

平成２４年度 

≪評価≫

Ｂ 
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  インスタント食品の普及やファーストフードの一般化により、家庭での手料理や食卓を

囲んで家族が団欒する機会が少なくなる中で、食事の際のマナーを覚えられず、好き嫌いや

偏食によりアレルギーや生活習慣病に罹る子どもが年々増加しています。

  こうした中、保育園や小学校の給食は、食事に関する正しい知識と習慣を身につけるための

貴重な機会となっていることから、地域の生産者や市民ボランティアの協力を得ながら、環境

学習の視点や体験活動なども織り込みながら、食育を推進していくことが重要となっています。

  子育て家庭が、食育に関する正しい知識を身に付け、心のこもった食事を子どもが食べ

られるよう支援します。

  食育の普及には、子どもの頃からの教育と生活習慣を身に付けることが重要であり、子育て 

家庭に対して、幼稚園・保育園・学校での取組みや講座の開催など、様々な機会を通じて食育 

の普及を図ります。

第６節 食育の推進 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

保育課幼稚園・保育園における食育の推進

昼食やおやつの時間を中心に望ましい食べ方や栄養について教える

ことにより、望ましい食習慣を身につけます。

≪目標≫

望ましい食習慣の

取得

91 

≪達成値≫ 

食習慣について、エ

プロンシアター・ラ

ンチョンマット作

成・野菜の栽培の実

施。 

≪取組内容≫ 

 噛むことの大切さを伝える「エプロンシアター」を実施

しました。 

 保育園年長児を対象に、食品が４つの働き（４色）があ

ることを話し、オリジナルランチョンマットを作成し、食

事時に全部の色が揃うように促しました。 

 年間を通して様々な野菜の栽培をし、苦手野菜の克服と

小さな頃から色々な味に出合うことの大切さを教えてい

ます。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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  家庭や地域の子育て力が低下する中、子育てを社会全体で支えていくというのが次世代育成

 の考え方の基本です。

  こうした中、子育て支援センターのソーレやマーレはもとより、保育園や幼稚園においても、

園児の保育や教育のみでなく、家庭や地域も含め、広く子どもや子育て家庭を支援することが

役割とされ、地域子育て支援拠点の整備が進んでいます。

  一方、そうした施設での取り組みに併行して、市内の各地域では、市民による自主的な活動

 として子育てサークルの活動が続けられ、それらサークルのネットワーク組織として「東松山

子育てねっと」が結成され、「このゆびと～まれ！フェスタ」などのイベントを開催しています。

  今後は、「東松山子育てねっと」と市がパートナーシップを結び、多様化する地域の子育て

 支援活動の連携や交流の場を創出し、ゆるやかなネットワークを構築し、地域ぐるみで子育て

を支える体制を具現化していくことが重要となっています。

  子育てをしている親が孤立せず、子育ての悩みや不安を気軽に相談できる仲間づくりを推進 

します。そのためには、子育てサークルの運営に対する支援を行い、サークルが連携と協働を 

深めることができるよう子育てネットワークの体制づくりの支援を行います。 

  また、地域や子ども会、青少年相談員などのボランティアとの協働をすすめるほか、企業が 

 子育てを応援する「パパ・ママ応援ショップ」の拡大を推進します。

第１節 子育てを支援する輪の拡大 

「現状と課題」の最新動向 

第４章 子育てを応援する生活環境の充実 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

地域活動支援課
子育てネットワークへの支援

 市内には子育てサークルが多くありますが、それぞれのサークル

が独立して活動するほか、ネットワークを作ることでより大きな活

動が期待されます。このような子育てネットワークと連携、協働を

すすめるためネットワークのＮＰＯ法人化をはじめとする支援を行

います。

≪目標≫

ネットワーク

づくりの支援

95 

≪達成値≫ 

子育て支援リーフ

レット「こそだれ

通信」作成

「このゆびと～ま

れ！フェスタ」の

実施

≪取組内容≫ 

３作目になる「こそだれ通信」は、メンバーだけで

作成できるよう支援した。年々参加者の増加傾向のある

「このゆびと～まれ！フェスタ」は、９回目を迎え、若

いママを中心とした子育てねっとや協力団体によって

実施され、来場者の増加を踏まえて駐車場を近隣の大型

ショッピングモールの一部を借用しシャトルバスの運

行を実施した。ボランティアを含め１,２００人の参加
者となり、施設面・運営面での支援をした。

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 



25 

                              「このゆびと～まれ！

                                 フェスタ２０１２」

  シャトルバス発着所

  （ショッピングモール駐車場）

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

商工観光課
パパ・ママ応援ショップの拡大

埼玉県の事業であるパパ・ママ応援ショップは、子育て支援事業

のなかでもよく知られている事業です。（ニーズ調査結果）

今後は、協賛店の拡大と事業の周知促進を図ります。

市内加盟店数

≪現状≫

１０９店

≪目標≫

１５０店

101 

≪達成値≫ 

協賛店の拡大 

３００店 

≪取組内容≫ 

市内事業者に協賛依頼を行い、協賛店の拡大を図った。 

またホームページ等にてさらに事業の周知を図ってい

きます。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ａ 
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  少子高齢化のいっそうの進展により生産年齢人口が減少を続ける中で、女性の就労率は上昇

 傾向にあります。

 しかし、その内容を見た場合には、未婚のまま仕事を続ける女性が増加していることが主な

要因となっており、結婚や出産を機に離職せざるを得ないケースは依然として少なくなく、女

性の就労率を年齢別に表したグラフにおいて出産年齢である３０代前後の割合が落ち込むいわ

ゆる“Ｍ字カーブ”は解消されるに至っていません。

 こうした中、地域の事業所と連携をしながら、男性の育児休業などの取得を積極的に進める

とともに、共働き家庭の増加という状況も踏まえ、男性の育児や家事への参加を促進するため

の啓発機会を拡充していくことが重要です。

   第三次ひがしまつやま共生プランを基に男女が共に協力しあって子どもを育てていく環境

整備に努めます。

 男性は仕事、女性は家庭という性別によった役割の固定化をなくし、男性が積極的に育児

参加をするよう、必要な講座等を実施し、意識啓発に努めます。

 男性の育児休暇の取得については、男性が育児休暇を取得しやすい環境づくりのための施策

を実施します。

◆共生セミナー・さわやかフォーラムの開催状況◆ 

区 分 等 テ  ー  マ  等

共生セミナー① ９月２１日 ＜新型うつについて＞

共生セミナー②１０月 ２日 ＜生きづらさの中のひとり暮らし＞

共生セミナー③１２月１９日 ＜デートＤＶを知ろう＞

第１８回さわやかフォーラム

１月２７日 

「生きづらさを乗り越えよう」

公益社団法人 日本駆け込み寺 玄秀盛さん

第２節 男女が協力する子育ての推進 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

人権推進課
第三次ひがしまつやま共生プランの推進

第３次ひがしまつやま共生プランに基づき、男女共同参画社会の

形成に努めます。

≪目標≫

プランの実施

102 

≪達成値≫ 

共生セミナー・さわや

かフォーラムの実施 

≪取組内容≫ 

人権推進課とさわやかネット連絡会との共催で毎年度 

実施している共生セミナーとさわやかフォーラムでは、 

男女共同参画社会の形成の観点からみた、男女がともに

くらしやすい社会に向けて」をテーマに開催しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫ 

Ｂ 
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  仕事と生活との調和を目指すワーク・ライフ・バランスの考え方が提唱される一方で、現下

の雇用情勢や経済状況は一段と厳しさを増しており、パートやアルバイト、派遣社員や契約

社員などの非正規雇用の占める割合が年々増大し、ニートやフリーターといった生活が常態化

し、ワーキングプアといわれる状態に陥っている若者も少なくありません。

 従来、そうした非正規の雇用形態は、“パートの主婦”という言葉に象徴されるように、女性

において顕著でしたが、近年では、特に２５歳未満の若年層において男女を問わずその割合が

急増しており、そのことが結婚適齢期における未婚者の割合を引き上げ、ひいては少子化に

拍車をかける要因ともなっています。

  こうした中、就労支援や雇用対策に関しては、市として取り得る方策にも限りがありますが、

 ハローワークなどの関係機関とも連携しながら、緊急雇用対策事業の実施を通じた雇用機会の

創出や、自立を支援するための啓発機会の拡大などを図っていくことが課題となっています。

   ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、働く個人の意識を変えることとともに

 働いている企業、事業所の理解が欠かせません。

  改正後の次世代育成支援対策推進法でも従業員が１００人以下の企業は一般事業主行動計画

 の策定は必要ありません。しかし、ワーク・ライフ・バランスの推進、男性の育児休暇取得

 などについて、各企業で推進するためには、一般事業主行動計画を策定し計画的に施策を実施

 することが求められます。

  市内にある一般事業主行動計画策定義務のある事業所と他の事業所についても啓発を実施

 していくことが必要です。

第３節 ワーク・ライフ・バランスの推進 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

人権推進課
ワーク・ライフ・バランスの推進

仕事に追われず家庭生活、地域活動、趣味や学習などといった生活

とほどよい調和がとれている環境がワーク・ライフ・バランスです。

個人が望む生き方ができる社会を実現するためワーク・ライフ・バ

ランスを推進します。

「しっかり働き、ゆっくり休める」職場環境の創造を目指します。

≪目標≫

ワーク・ライフ・バ

ランスを推進

106 

≪達成値≫ 

 男性の料理教室 

父子の料理教室の

実施 

≪取組内容≫ 

平成２４年度は、男性の料理教室（年３回、６５名）や

父子の料理教室（年２回、２４組５２名）、子どもの料理

教室（年１回、１５名）を実施しました。

趣味や子育て、家庭生活の充実を図れるような教室を開

催し、ワーク・ライフ・バランスを推進していきます。

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫ 

Ｂ 



28 

  社会全体で子育てを支えるという次世代育成の考え方を具体化していくためには、地域に

おいて様々な担い手により行われている子育て支援活動をネットワーク化し、相互の交流や

連携、役割分担を図っていくというソフト面の取り組みが重要です。

 同時に、子どもや子育て家庭が身近な地域で安心・安全な毎日が送れるように、道路や公共

施設などのハード面についても、誰もが使いやすいユニバーサルデザイン化を進めていくこと

が必要です。

 こうした中、子どもや子育て家庭の利用が多い市施設を重点に、授乳室やおむつ替えの

スペースを整備するとともに、民間の施設も併せて情報の一元化を図り、子育てハンドブック

などを通じて周知を図っていくことが課題です。

  民間の商業施設などでも、最近新設されたものや改修された施設には、授乳室や子どもの

遊戯室などのスペースが多くなってきました。子育て支援の環境整備のひとつといえるで

しょう。

 公共施設についても、新設するものや改修するものについては、子育てにやさしい施設整備

を心がけます。平成２２年度に誰でも自由におむつ替えや授乳ができるスペースとして「赤ち

ゃんの駅」と名付けられた所を、埼玉県の補助金を活用して主な市施設 70か所におむつ替えや

授乳スペースを設けました。 

第１節 子育てにやさしいユニバーサルデザイン 

「現状と課題」の最新動向 

第５章 子育てにやさしいまちづくり 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課

管財課
公共施設への授乳室設置

公共施設を新設したり改修したりする際には、子どもを連れた人が

利用しやすい施設整備を推進します。

 また、商業施設などについても同様の働きかけを行います。

≪目標≫

本庁舎などに設置

111 

≪達成値≫ 

子どもを連れた人

が利用しやすい施

設整備の推進 

≪取組内容≫ 

平成２２年度に公共施設７０か所に設置した「赤ちゃん

の駅」及び、総合会館２階の子育て支援課前のスペースと

平野市民活動センター、高坂市民活動センターのフリース

ペースに、子連れの方が安心して来館できるよう設置した

プレイスペースを維持するとともに、商業施設などについ

ても施設整備の推進を働きかけます。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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   東松山警察署管内での交通事故による子どもの交通事故の死傷者数は、年毎の増減はある

  ものの、中期的な視点で見た場合には、引き続き漸減傾向で推移しています。

   また、高校生の死傷者数は、死傷者総数が年々減少する中で、近年横ばいの状態となって

  おり、さらなる対策が必要と考えられます。

   一方、防災面の対策については、今回の東日本大震災の発生により、子どもや子育て家庭

  が災害弱者であることが改めて浮き彫りとなり、同時に、災害時の安全を確保する上では、 

  日常生活における普段からの安全対策が何よりも重要である点が再認識されたことから、 

保育園や幼稚園、子育て支援センターなどを子どもや子育て家庭の安全を確保するため 

の地域拠点として位置づけた上で、施設・設備等のハード面、機能や体制などのソフト 

面の双方から整備を進めていくことを課題となっています。 

◆子どもの交通事故発生状況（単位：件）

  それぞれの年齢にあった交通安全教育が有効です。特に、中学生、高校生は自転車に乗る

 機会も多く、一部の学生については、マナーの悪さが指摘されています。二人乗りや携帯電話

 を操作しながらの運転は、大変危険であり交通事故の被害にあいやすいため、スケアード・

 ストレイトなどの方法による教室も検討し交通事故から子どもたちを守ります。

  地震火事などの災害時の対応については、学校防災計画に基づき防災訓練、防災教育を実施

します。
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第２節 安全・安心なまちづくり 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

危機管理課

学校教育課

保育課

防災訓練の実施

 地震や火災などに備えて幼稚園・保育園・小学校・中学校で防災

訓練を実施しています。防災訓練が効果的に実施できるように支援

します。

≪目標≫

各施設で年１回

程度実施

115 

≪達成値≫ 

保育園危機管理

マニュアルの作成 

 Ｊアラートを活

用した訓練実施 

≪取組内容≫ 

 平成２４年度において「保育園危機管理マニュアル」を

作成し、地震・風水害・火災などの対応を明記しました。 

また松山第一小学校においてＪアラートによる防災訓

練を実施しました。 

※Ｊアラート 

対処に時間的余裕がない大規模な自然災害等が発生した場合、緊急

情報を住民へ瞬時に伝達するシステム 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

 子どもたちを交通事故の被害から守るため、幼稚園・保育園・小学

校・中学校で年齢に応じた交通安全教育を実施します。

 中学生については自転車のマナーの悪さも指摘されていることか

ら、スケアード・ストレイトによる教室を検討します。

≪目標≫

年齢に応じた交通

安全教育の実施

≪達成値≫ 

交通安全教育・スケ

アード・ストレイト

教室の実施 

≪取組内容≫ 

 市立保育園で交通安全協会の方を講師に、横断歩道の渡

り方などを教えてもらう教室を実施しました。 

スケアード・ストレート方式による教室を北中学校で実

施しました。 

※スケアード・ストレート方式 

事故現場を再現することにより恐怖を実感することで、それにつながる危

険行為を未然に防ぐ教育手法 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

112 交通安全教育の実施
保育課

学校教育課

地域活動支援課
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  核家族化や地域コミュニティの希薄化に伴い、身近な信頼関係を基盤とする道徳やマナー 

が年々低下し、ひいては社会のルールに対する規範意識の劣化につながっています。

  こうした中、子どもたちを犯罪から守るためには、愛の一声運動に代表されるように、関係

機関の連携の下、地域に暮らす１人ひとりが、それぞれの立場で、身近な子どもたちとその環

境に絶えず眼を向け、関心を寄せながら、地域ぐるみで健全育成に取り組む中から、新たな地

域の絆を創出していくことが重要です。

  犯罪に対して子どもも含めた住民の防犯意識の高揚と地域の防犯活動をすすめ、安全性の

 高いまちづくりをすすめます。

  喫煙、覚せい剤などの薬物、ナイフ所持については、中学生・高校生を中心に啓発をすすめ

 ます。

  市民の方々の協働により大きな成果をあげてきた「愛の一声運動」をより一層推進します。

第３節 犯罪から子どもたちを守る体制の整備 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

保育課

子育て支援課

地域活動支援課

防犯意識の啓発

子どもたちが犯罪に巻き込まれないよう、防犯教育を実施する

など防犯意識の啓発に取り組みます。

≪目標≫

防犯意識の啓発

117 

≪達成値≫ 

防犯教室の実施 

見守り活動の支援 

≪取組内容≫ 

 保育園児を対象とした紙芝居を使っての防犯教室を、

実施しました。 

 また虹色ファンドを活用し、こども見守り隊のネット

ワーク化を進めるとともに、ユニフォームの整備を行い、

見守り活動の支援を実施しました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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  全国における児童虐待相談件数は、統計を取り始めた平成２年の 1,101件から一貫して増加 
を続け、平成２２年度は 56,384件（福島県を除く）、平成２３年度は 59,919件を数えています。
また、平成２４年度の速報値では、66,807件となっています。

  当市においては、ここ５年の数値は大きな変動はないものの、埼玉県においては全国同様大

きな増加となっています。

 当市では従来から、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会を設け、地域の関係機関

の連携を通じて、虐待の早期発見と早期対応に図ってきましたが、今後は、地域コミュニティ

の希薄化に歯止めをかけ、身近な人と人のつながりを取り戻すことで、こどもや子育て家庭の

孤立を防ぐといった地域ぐるみの児童虐待防止に取り組んでいくことが課題となっています。

◆児童虐待相談件数の推移（単位：件） 

  要対協は、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三層構造になっています。今後

 は、実務者会議のなかに、幼稚園・保育園、小学校・中学校、地域の３部会を設けるなど、

 より実効性の高い取組みを実施します。
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埼玉県 東松山市

第１節 虐待など要保護児童への支援 

「現状と課題」の最新動向 

第６章 配慮が求められる家庭への支援の充実 

「施策のポイント」の推進状況 
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「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課児童虐待の未然防止と早期発見体制の確立

 各行政機関はもとより、幼稚園・保育園、小学校・中学校などと

連携をとり、虐待の未然防止と虐待を受けた子どもの早期発見、

早期対応に努めます。

≪目標≫

連携の強化 
連絡体制の確立

122 

≪達成値≫ 

幼稚園・保育園部会

の設置 

研修会の実施

≪取組内容≫ 
平成２４年度は、要保護児童対策地域協議会に幼稚園・
保育園部会を設け、２日間の研修、意見交換を行いました。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ
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  離婚やシングルマザーの増加に伴って、母子・父子のみで暮らすひとり親家庭も年々多くな

っています。

 その結果、母子家庭を主な対象とする児童扶養手当の受給者、支給総額は年々増加し、平成

２２年８月からは新たに父子家庭も支給の対象に加えられました。

 ひとり親家庭については、経済的に困窮している世帯が少なくなく、相対的貧困率という指

標でみた場合、わが国はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟３０か国の中でも最低のランクに

位置しています。加えて、困った時に相談したり、援助を求める相手を求めにくいことから、

精神的にも追い込まれるケースも少なくありません。

こうした中、国においては、平成１４年に母子・寡婦福祉法の改正が行われ、離婚によって

激変した生活を一定期間で緩和し、自立を促進するという考え方から、児童扶養手当について

も、受給開始から５年経過した場合の一部支給停止措置が設けられる一方で、専門的な資格や

技能の習得により就労を支援する制度として、新たに高等技能訓練促進費や自立支援教育訓練

費などが設けられました。

 今後は、ひとり親家庭への支援を、手当や医療費の支給などに限定せず、より広く、保育や

子育て支援、児童相談など諸施策との連携を図りながら、総合的な支援を行っていくことが重

要となっています。

◆児童扶養手当の支給状況（単位：人） 
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第２節 ひとり親家庭への支援 

「現状と課題」の最新動向 
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  手当や医療費の給付といった施策は、効果を期待する程度の額を市単独で支給、給付する こ

とは負担が大きく、現在の財政状況では容易ではありません。

  ひとり親家庭が自立するためには、就労により経済的な不安感を払しょくすることが必要 

です。高等技能訓練促進費や自立支援教育訓練給付費といった制度を周知することはもちろん、

専任の支援員などの設置も望まれます。

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課児童扶養手当

 母子家庭や父親に一定の障害がある家庭の子どもが生活の安定と

自立を促進することにより健やかに成長するため支給するもの

です。

≪目標≫

適切な周知方法の

確立

128 

≪達成値≫ 

制度の適切な周知 

≪取組内容≫ 

児童扶養手当法の改正に伴い、平成２２年８月から 

新たに父子家庭が支給対象となりました。 

 このように制度が度々改正されるため、ホームページや

広報紙を通じて解り易い制度の周知に努めています。 

 また、現況届提出時に他の事業の周知も図っています。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 
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  本市では、障害のある人もそうでない人も住み慣れた地域で共に暮らしを分けあうノ―マラ

イゼーションのまちづくりを進めてきました。

  そうした中、他市に先駆け、一部の保育園には看護師を配置し、医療的ケアの必要な重度の

障害児を積極的に受け入れる統合保育を推進してきたところです。

 また、小・中学校においても同様の考えから、就学指導委員会を廃止し、インクルーシヴ（＝

包容的な）な教育に取り組んできています。

  しかしながら、当初においては、理念がやや先行する形で具体化したものの、その後、設備

や要員などの体制の整備が十分に為されないままに事業が継続しているため、このままの状態

では重大な事故の発生も懸念されます。

  今後は、専門機関による巡回指導と統合保育実施会議との連携を図りながら、入園入学後の 

障害児のフォローアップを適切に行うとともに、看護士等の専門職員の確保や保育士に対する 

研修の充実などを通じて、実施体制の整備強化を早急に図っていくことが課題です。

  “ともに育ち、学ぶ”ことの実現に向け、幼稚園・保育園での障害のある子どもの受け入れ 

について配慮します。また、働く親のため、放課後児童クラブで障害のある子どもを受け入れ

るほか、東松山特別支援学校を中心とした放課後児童クラブである「ほほえみクラブ」への支

援を実施します。

  総合教育センターでは、障害のある子どもの就学の相談、支援を実施します。

第３節 障害のある子どもと家庭への支援 

「現状と課題」の最新動向 

「施策のポイント」の推進状況 

「具体的な施策」の取組状況 

障害者福祉課（再）特別支援学校放課後児童クラブ

東松山特別支援学校を中心とした放課後児童クラブである「ほほ

えみクラブ」について、運営主体であるＮＰＯ法人東松山市学童保

育の会及び特別支援学校と連携をとり、運営を支援します。

≪目標≫

適切な支援

132 

≪達成値≫ 

適切な支援 

≪取組内容≫ 

児童福祉法の改正により、平成２４年３月より児童デイ

サービスへ移行しました。

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ
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東松山市社会福祉協議会がモデル事業として障害のある子どもの

放課後及び長期休業期間中の居場所づくり事業を実施しています。

≪取組内容≫ 

東松山市地域自立支援協議会・長期休業中及び放課後の

居場所検討プロジェクトにより、夏・冬・春休み期間中の

イベントを開催したほか、子どもの育ちと学びを支える連

絡会議による検討の結果、就学時における就学支援シート

の活用と就学前機関・小学校・保護者等が会して情報交換

を行う引継会を実施した。

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

障害者福祉課障害のある子どもの居場所づくり 項目外
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  我が国の社会福祉関係予算を欧米の先進諸国と比べた場合、高齢者に対する支出の割合が

 非常に高く、その反面、子どもや家庭に対する支出は極めて少ないのが実情です。

  そのため、現在の厳しい経済状況や雇用情勢の下で、子育てを負担と考える意識が広がり、

子どもの貧困が社会問題化し、少子化の指標である合計特殊出生率の低迷にも、改善の兆し

が確かに認められません。

  子ども手当については、平成２３年度上半期はいわゆる“つなぎ法案”により前年度と同

一の内容で手当が存続したものの、今般子ども手当に係る特別措置法が新たに成立し、同年

１０月からの支給額の見直しと来年度からの所得制限の導入が決定するなど混乱を極めてい

ます。  

そのため、当面は、国の制度の動向を注視しながら、市民への適切な情報提供に努め、制

度に関する市民の理解の促進と的確な運営を図っていくことが重要です。

   手当や医療費の給付といった制度をもれなく利用できるよう、制度を周知します。 

   小・中学生については、学用品費、給食費、修学旅行費など、就学に必要な費用の一部を  

援助する制度である就学援助制度を活用します。 

   市内中学校卒業者で高校などに進学した人が対象の奨学資金については、現在給与のみと  

なっていますが、より対象を広げるため貸付について検討します。 

第４節 経済的に困窮している家庭への支援 

「現状と課題」の最新動向 

「具体的な施策」の取組状況 

子育て支援課児童手当・子ども手当

児童手当は、生活の安定と自立を促進することにより、子どもが

健やかに成長するため、子どもの養育をしている人に支給するもの

です。今後は、子ども手当への制度改正を含め適切な周知を図り

ます。

≪目標≫

適切な周知方法の

確立

137 

≪達成値≫ 

適切な周知方法の

確立 

≪取組内容≫ 

児童手当（子ども手当）については、制度がめまぐるしく

変わったことから、制度をわかりやすく周知することが必

要になっています。できるだけ、わかりやすいリーフレッ

トを作成するなど周知方法の改善に努めました。 

また、現況届などの未提出者への連絡なども積極的に実施

しています。 

平成２４年度の取組状況 

≪評価≫

Ｂ 

「施策のポイント」の推進状況 
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