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【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

【７　最終評価】

【５　パブリックコメント】

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】

（２）　手法改善を図る事項

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）
・虐待予防対策として、CSP（虐待予防プログラム）を各関係機関及び虐待者本人に対して行っていく。

（３）　縮小（統合）を図る事項

○向上、×低下 ○到達、×未達
指標４

○ ○
指標３

指標２ 017 62 0 0

Ｈ２２実績値
との比較

Ｈ２８目標値
との比較

指標１ 825350 506 593 724 ○ ×

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値 Ｈ２３実績値

指標３ 　 　 　 　

指標４

指標１ ファミリーサポートセンター会員の登録者数 人 593 850

指標２ 認可保育所入所待機児童数（国の待機児童の定義に基づく年度平均値） 人 0 0

　心身ともに健康な子どもが育つような子育て環境を整えるとともに、現代社会が抱える子育ての困難性を解消し、子育て
を楽しめるまち、子育てと社会参加が両立できるまちをめざす。

【２　戦略計画における現状と課題】
　子育て支援では、子どもや親が本来持っている、自ら育つ力を発揮できる環境を保障することが求められている。子どもは自ら、よりよく
育とうとする存在であり、親は子育て能力を十分に持っている存在であるということを前提として考えると、それにふさわしい環境が失われ
つつあることが、現代社会が抱える問題であり、「自ら育つ力」を発揮できる環境を創出することこそが今求められている。
　歯止めのかからない日本の少子化の流れを、本市だけで食い止めることはできないが、少なくとも、将来に向って活力ある石狩市を維
持するためには、次世代育成支援地域行動計画に基づき、関係機関が一体となって、家庭や地域の機能を支える多面的な子育て支援
施策を、着実かつ積極的に推進していく必要がある。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

施策項目 （３）子育て支援の充実
（当該施策
を担当する

部長）

沢田 茂明

７２－３６９３

【１　施策の目的】

平成２５年度施策評価シート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け １次
評価者

保健福祉部こども室

めざすまちのテーマ等 ２　健康でしあわせに暮らすまち こども室長



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　２　健康でしあわせに暮らすまち 【施策】　（３）子育て支援の充実 【施策担当】　　保健福祉部こども室長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

成
果

・子育て広場は、子育てに不安を持つ母親などの交流・
相談の場として広く利用されている。
・ファミリーサポートにおいては、会員登録者数は着実
に増加しており支援体制が強化されている。

課
題

・ファミリーサポートについては、安定的なサポート提供
と更なる質の向上が求められている。

成
果

・市内全幼稚園において当該事業を活用しており、幼稚
園教育推進は確実に図られている。
また、法人保育所においても、保育等の質の向上が図
られている。

課
題

・市内幼稚園に通う市民の割合（3～5歳児のうち市内園
に通う児童の割合）が減少し、1園を除き定員に満たな
い状況が続いている。

成
果

・乳幼児健康診査等母子保健事業に対する市民の満足
度は比較的高い数値を示しており、一定の成果が認め
られる。
・食育プログラムの実践及び食育バスツアーは、食育へ
の理解が図られ、参加児童数が増加している。

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

①すべての
子どもと子育
て家庭が育
ちあう共創
の支援

既存の公的施設を有効活用し、地域
にある社会資源とともに支援体制を創
り、子どもが生涯にわたる人間形成の
基礎を培う重要な時期を、「親と子の
育ち」・「家庭の自立」へと支援します。

・地域子育て支援拠点事業において、5か所の子育て広
場を開設し地域の子育て中の親子の交流の場の提供
や子育て相談、子育て情報の提供などを実施している。
・ファミリーサポートセンター事業において、依頼会員
（援助を受けたい人）の要望に応じてサポート会員（援
助したい人）を紹介し、子どもを必要に応じ預かる有償
ボランティア組織を運営し、子育て家庭のサポートを
行っている。

■A

□B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

子育て広場は、現行の拠点を維持していくが、必要に応
じ拠点の拡大を検討していく。
また、ファミリーサポートセンター事業においては、現行
の子育て家庭への有償ボランテア制度を維持し、安定
的なサポート提供と、更なるサービスの質の向上に努
める。

③子どもと家
安心して出産・子育てができるように、

・乳幼児の疾病の早期発見、育児不安の解消を図るた
め、「妊婦健康診査」や「乳幼児健康診査」を始め、「乳
幼児健康相談」、「５歳児健康相談」、「赤ちゃん訪問事
業」などを実施し、母と子の健康づくりの推進に努めた。
また、任意予防接種（子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球

■A

□B

□拡充

□手法
　改善

■高い

□中位

・これまでの事業を継続実施していく

②人と社会
にやさしい子
どもを育むた
めの支援

　次代の担い手・親となる、すべての
子どもが、個性豊かに生きる力を培う
ために、地域や家庭・学校との連携協
力を進め、さらに幼稚園や保育所な
ど、幼少からの成長過程に応じた教育
活動、教育環境づくりを推進し、地域
社会とともに育みながら、教育力の総
合的向上につとめます。

私立幼稚園教育振興交付金において、市内私立幼稚
園５園に対し、幼稚園教育に係る経費の一部を補助し、
幼児教育の充実を図っている。
＜交付対象事業＞
・幼児用図書等整備支援事業
・障がい児教育支援事業
・水泳学習事業
・預かり保育事業
また、法人保育所運営支援事業において、保育士の研
修や運営体制の整備充実に支援を行っている。

■A

□B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

■高い

□中位

□低い

・私立幼稚園教育振興交付金は継続し、H25年度から
は、幼稚園の空きスペースを活用した2歳児保育事業を
新設し、保育園の待機児童対策と幼稚園振興策を行っ
ていく。
また、法人保育園についても引き続き運営支援を行って
いく。
・H27年度から本格施行する「子ども子育て新制度」にお
いて、特に幼稚園環境の変化が予想されることから、国
及び関連業界の動向を注視し、タイムリーな見直しを行
う。

の理解が図られ、参加児童数が増加している。

課
題

成
果

・子どもの安心安全な環境づくりにおいて、市の公共施
設の計画的な整備とともに、学校や地域、警察などの関
係者の連携により犯罪等の未然防止が図られている。

課
題

・CAPプログラムにおいて、保護者の参加が少ない。
・青色防犯パトロールにおいて、パトロールを行う有資
格者が少なく、回転灯の搭載車両が少ない。
・ネットパトロールにおいて、子ども自体がネットに詳しく
なり、内容が把握しずらくなっている。

成
果

・複数の関係機関により支援しているため、様々な角度
から支援ができている。

課
題

・虐待者の約9割を占める実母、実父に対する虐待予防
の取組みが必要である。

■高い

□中位

□低い

③子どもと家
庭の健やか
な成長への
支援

母子保健サービスを充実するととも
に、次代の親となる子どもの健康づく
りの取組など、子どもと家庭の健やか
な成長を支えるまちづくりを進めます。

また、任意予防接種（子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球
菌ワクチン）を促進するため、全額公費負担で実施し
た。
・子どもの食育推進事業において、藤女子大学との協
働研究として、子どもの食育プログラムの実践を保育園
及び幼稚園で行ったり、私立幼稚園ＰＴＡ連合会との協
働で食育バスツアーを開催している。

□C ■継続

・児童虐待への対応については関係機関の連携による
支援が確立しており、今後とも事業を継続するが、虐待
予防対策として、CSP（虐待予防プログラム）を各関係
機関及び虐待者本人に対して行っていく。

□低い

⑤支援が必
要な子ども・
家庭への取
組

子どもの心身の発達に重大な影響を
及ぼす児童虐待や様々な問題は、子
どもの権利を侵害するものです。
すべての子どもの健やかな心身の成
長や、支援を必要とする家庭の社会
的自立を促していくために、福祉・医
療・保健・教育・警察や地域と関係機
関などが協力・連携した総合的な支援
を行います。

・児童虐待の対応や様々な養育支援を行うため、福祉、
医療、保健、教育、警察などの関係機関によるこども見
守りネットワーク協議会を設置し、事案に応じたケース
ごとの対応を行っている。

■A

□B

□C

■拡充

□手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

□廃止

・これまでの事業を継続実施していくが、不審者が依然
として出没しており、防犯に向けた取組みを強化してい
く。

④子育てを
支援する生
活環境づくり

子どもや高齢者をはじめ、すべての人
が安全に安心して暮らすことができる
よう、公園、道路のバリアフリー化など
の環境整備を推進します。
また、子どもたちが犯罪や交通事故な
どに巻き込まれることのないよう、警
察、関係機関、地域などが協力・連携
し、子どもや子育て家庭の安全・安心
なまちづくりを推進します。

・施設の環境整備として安全で快適な公園環境の確保
のため、毎年計画的に公園整備を行っている。
・子どもたちの安心安全な環境を守るため、庁内各所管
において以下の事業を実施している。
　・CAP（子どもへの暴力防止）プログラムの実施
　・不審者配信メールサービス
　・青色防犯パトロール
　・防犯教室
　・スクールガード等子どもを見守るシステム事業
　・ネットパトロール
　・メディアリテラシー教育（携帯等ネット環境の危険性
についての学習）

■A

□B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止


