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平成２９年度                     こども・若者未来局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

すべての子ども・若者が 輝き活躍できる さがみはらを創ります！！ 

 
■ 局・区の運営の責任者 

こども・若者未来局長 鈴木 英之 

こども・若者未来局次長 菅谷 貴子 

 
■ 局・区の役割・目標 

１．安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。 

 子育て世代が安心して妊娠・出産に臨めるよう、母子保健や相談支援体制の充実を図り、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目ない支援に取り組み

ます。 

２．安心と喜びを感じられる子育て環境の充実を図ります。 

 子育て家庭が安心と喜びを感じながら子育てができるよう、地域の子育て支援や保育の充実、放課後等の子どもたちの居場所の確保を図るとともに、ひ

とり親家庭や社会的養護を必要とする子どもたちへの支援などに取り組みます。 

３．子ども・若者を取り巻く健全な環境づくりを進めます。 

 次代を担う子どもが健やかに成長し、若者が夢や希望をもって自立・活躍ができるよう、青少年の交流・体験の機会や場の充実、ひきこもりや貧困など

の困難を抱える子ども・若者の自立支援などに取り組みます。 

４．発達障害児者等への支援体制の充実を図ります。 

 発達障害児者が、住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、支援体制の充実を図るとともに、障害児を支援する療育体制の充実に取り組みます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

１．「他の部局と積極的に連携を図り、総合的にこども・若者の施策を推進します。」  

２．『自らの健康管理を心がけ、ワーク・ライフ・バランスを実践し、明るく、活気のある職場づくりに努めます。』 

３．『こども・若者に寄り添い、気持ちを理解することを意識し、温かな応対ができる職員を目指します。』  

４．『職員一人ひとりが資質の向上に努め、こども・若者に関する知識や広い視野を備え、市民感覚とコスト意識、チャレンジ精神を持って職務を遂行します。』 

５．『法令遵守を徹底し、適正な事務処理、交通事故防止に努めます。』 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 人口減少や少子化が進行している 

・安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に向け、出産・子

育てに関する様々な支援等に取り組む必要がある。 

・結婚・出産・子育ての希望をかなえる社会の実現に向けて、本市の実情

に応じた施策の推進に取り組む必要がある。 

2 子育て家庭の育児に対する不安感・負担感が増大している 

・乳幼児期の発育・発達、親の育児を支援し、安心して子どもを生み育て

られる環境を整える必要がある。 

・子育て世代の経済的負担を軽減させる必要がある。 

3 
核家族化の進行や共働き世帯の増加などにより、地域社会全体での子育

て支援が求められている 

・保育所や児童クラブの待機児童を解消する必要がある。 

・地域で子どもの成長を支える機能の充実や人材を確保する必要がある。 

4 児童虐待相談件数が高い水準で推移している 

・生きる権利、いじめや虐待などから守られる権利など、子どもの権利を

尊重し、子どもたちが健やかに成長できる環境をつくる必要がある。 

・児童虐待の発生を予防するとともに、早期に発見し、迅速かつ的確な支

援を行う必要がある。 

5 
ひきこもりや貧困などの困難を抱える青少年への対応が求められてい

る 

・青少年の交流や体験の機会や場を提供する必要がある。 

・青少年やその家族が気軽に相談できる体制を整える必要がある。 

6 発達障害児者等が安心して生活できる環境づくりが求められている 

・障害の早期発見、療育の充実に取り組み、保育所や教育機関等との連携

を図る必要がある。 

・障害児やその家族が身近に相談できる環境や情報提供などのサポート体

制の充実を図る必要がある。 
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■ 前年度重点目標の評価 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

１．安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。 

1 

妊婦健康診査事業 

母子健康手帳及び妊婦健康診査補助券の

妊娠初期（3か月以内）の交付率：94％ 

実 

績 

①H28.1.1受診分より助成限度額を 64,000円から

90,000円に、助成限度回数を14回から16回に拡充。

②母子健康手帳及び妊婦健康診査補助券の妊娠初

期（3か月以内）の交付率：95.7％ 

妊婦と胎児の健康管理の充実を図るため、

妊婦健康診査の受診を促進するとともに、経

済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に

係る経費の一部助成を行います。 
評 

価 

①妊娠初期からの定期的な受診を促し、妊婦の経済

的負担を軽減することができた。 

②目標を達成した。妊娠届出書の医療機関等への常

置等の取組により、交付率は昨年度を上回ってお

り、妊娠初期（3か月以内）からの定期的な受診に

より、妊婦と胎児の健康管理の充実を図ることがで

きた。 

2 

こんにちは赤ちゃん事業 

訪問率：100％ 

実 

績 
訪問率：98.8％ 

親と子が心身ともに健康に過ごすことが

できるよう、生後4 か月までの乳児がいる全

家庭を訪問し、育児等に関する相談や支援を

行います。 

評 

価 

目標を下回ったが、昨年度より 3.8％増加してい

る。会えなかった家庭等は、その後の4か月児健診

や夜間訪問等により、すべての乳児の状況を把握し

た。 

なお、訪問を希望しない家庭についても、電話連

絡や 4か月児健診時等で状況把握することができ

た。 

２．安心と喜びを感じられる子育て環境の充実を図ります。 

1 

子ども・子育て支援新制度への的確な

対応 子ども・子育て支援新制度の円滑な施行に

向け、 

①広報さがみはら、市ホームページ等を活用

した積極的な市民周知を行う。 

②新年度の施設入所に当たっての市民向け

説明会を、10月頃に各区で開催する。 

③多子軽減制度等、制度改正に対応した電子

システムの改修を行う。 

実 

績 

①広報さがみはら 10月 1日号（幼稚園新入園児募

集案内）、10月15日号（保育所、認定こども園等利

用申込み案内、市民向け説明会の案内、小規模保育

施設合同説明会）に記事を掲載した。 

②平成 29年度施設入所に当たっての市民向け説明

会を各区で開催した。（10月15、16日） 

③多子軽減制度等の改正に対応するための電子シ

ステムの改修を行った。 

子ども・子育て支援新制度への的確な対応

をするとともに、市民や事業所等にわかりや

すい周知・広報に努めます。 

評 

価 

広報活動、市民向け説明会の開催、電子システム

の改修など、予定どおり実施した。 

2 

児童相談所機能強化事業 

①児童精神科医による医学的助言指導 

実施回数 42回 

②外部有識者によるスーパーバイズの実施 

6回（予定） 

実 

績 

①精神科医による医学的助言指導実施回数 39回 

②外部有識者によるスーパーバイズの実施 12回 

複雑かつ困難な児童に関するさまざまな

問題に適切に対応するため、医師等の専門的

な見地による助言の活用や相談受付体制の

充実を図り、児童や保護者に対する支援体制

を強化します。 

評 

価 

①発達障害や愛着障害など、対応の難しい児童に対

して、医師からの助言指導を受けることにより、発

達特性に応じた適切な対応の実施や、保護者の児童

への理解に繋げるなど、効果的な支援を実施するこ

とができた。 

②一時保護所において、外部有識者による助言指導

を受けることにより、虐待や非行など様々な背景を

持ち、複雑かつ困難な入所児童に対して適切な支援

を実施するとともに、職員の支援技術の向上を図る

ことができた。 

3 

児童虐待防止事業 

11月の児童虐待防止推進月間において集

中的な広報・啓発活動等を行う。 

実 

績 

11月の児童虐待防止推進月間に各種広報啓発活

動を行った。 

要保護児童の早期発見、早期対応を図るた

め「相模原市要保護児童対策地域協議会」を

運営するとともに児童虐待の未然防止のた

めの諸事業を実施します。 

評 

価 

目標どおり実施した。産・学・官の連携により、

ウェルネスさがみはらのライトアップ、児童虐待防

止のシンボルマークであるオレンジリボンとメッ

セージカードの配布、講演会の開催、さがみはらフ

ェスタへの出展による啓発活動、パネル展示及び懸

垂幕・のぼり旗の掲示の実施などにより、児童虐待

の未然防止等について意識啓発を図ることができ

た。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

4 

子どもの権利推進事業 

①子どもの権利侵害に関する相談窓口の周

知に努めるとともに、相談に対しては相談室

の特長を生かし適切に対応する。 

②子どもの権利条例の周知のため積極的な

周知・啓発活動を行う。 

実 

績 

①権利侵害に悩む子どもが相談につながるよう、市

内の全小中学校全ての児童生徒に定規型の周知カ

ードを配布した。 

②条例制度の認知を広めるため、11月 20日の「子

どもの権利の日のつどい」を通じて、周知、啓発に

努めた他、市内の地域、団体の求めに応じて、担当

職員の派遣により、条例の周知に努めた。  

子どもを一人の人間として尊重し、未来を

担う子ども一人ひとりが安心して生き生き

と暮らすことができる地域社会の確立をめ

ざし、子どもの権利の保障を図る取り組みを

進めていきます。 
評 

価 

①子どもが携行しやすいよう、周知カードを文具の

形とすることで、相談件数が増加した。 

②「子どもの権利の日のつどい」では、他の事業と

連携する事で、多くの来場者に広く条例を周知でき

た。 

5 

保育所待機児童対策推進事業 

保育所待機児童の解消に向け、子ども・子

育て支援事業計画に基づき、保育所や地域型

保育事業等の施設整備により680人の定員拡

大を図る。 

実 

績 

・民間保育所、小規模保育事業等の整備、認定保育

室の認可化等により660人の認可保育所等の定員増

を図った。 

・各区に保育専門相談員を配置し、相談体制の強化、

認定保育室等の利用促進を図った。 

待機児童の解消を図るため、民間保育所の

整備や認定保育室の運営に対する支援、家庭

的保育者が自宅等で児童を預かる保育サー

ビスの実施などにより、受入枠の拡大を進め

ていきます。 
評 

価 

定員の拡充や保育専門相談員によるきめ細かな

利用者支援を行った結果、平成 29年 4月 1日時点

で、3年連続保育所待機児童ゼロを達成した。 

6 

公立保育所のあり方の検討 

「相模原市公立特定教育・保育施設あり方

懇話会」を設置し、同懇話会の意見を聴取し

ながら、基本指針の案の策定に向け検討を進

める。 

実 

績 

「相模原市公立特定教育・保育施設あり方懇話

会」から聴取した意見も踏まえた「相模原市公立特

定教育・保育施設等のあり方に関する基本方針」に

ついて、平成 29年 1月に「相模原市子ども・子育

て会議」に諮問し、同年3月に答申を受け、策定を

行った。 

限られた財源や人材を有効活用し、待機児

童の解消や多様化する保育ニーズへ対応す

るため、公立保育所の民営化に向け具体的内

容を検討します。 
評 

価 

策定した「相模原市公立特定教育・保育施設等の

あり方に関する基本方針」の中で、公立施設の役割

や機能、配置について、一定の方針を示した。 

7 

保育所待機児童対策推進事業 

（津久井地域の幼保一体的な保育・施

設整備の推進） 

「相模原市公立特定教育・保育施設あり方

懇話会」を設置し、同懇話会の意見を聴取し

ながら、基本指針の案の策定に向け検討を進

める。 

実 

績 

「相模原市公立特定教育・保育施設あり方懇話

会」から聴取した意見も踏まえた「相模原市公立特

定教育・保育施設等のあり方に関する基本方針」に

ついて、平成 29年 1月に「相模原市子ども・子育

て会議」に諮問し、同年3月に答申をいただき、策

定を行った。 

津久井地域の個々の保育の状況を考慮し、

健全な保育環境の確保と保育サービスの充

実をめざすため、市立保育所の適正な配置な

どを行います。また、市立幼稚園のあり方と

整合を図りながら、幼稚園、保育所の一体的

な保育と施設の整備を進めます。 

評 

価 

策定した「相模原市公立特定教育・保育施設等の

あり方に関する基本方針」の中で、津久井地域は公

立が担うことを基本とし、複合化や認定こども園へ

の移行について、一定の方針を示した。 

8 

病児・病後児保育事業 

 

引き続き新規開設に向けた検討を進める

とともに、より一層の事業周知を図ることで

各施設の利用率向上を図る。 

実 

績 

市内 3施設で事業を実施した。また、平成 27年

度に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、事業

者の協力による施設見学会や保育所等に対するチ

ラシ・ポスターの配布など、更なる事業周知を図っ

た。 

保護者の子育てと就労の両立を支援する

ため、保育所に在園する児童が病気回復期に

至らない場合や病気回復期のため通常の集

団保育が困難な場合に、独立した専用の施設

で一時的に保育を実施します。 
評 

価 

利用件数は平成 27年度との比較では減少してい

るが、引き続き各施設と連携しながら事業周知に努

める。 

9 

ふれあい親子サロン事業等の推進 

①ふれあい親子サロン事業の実施 

27会場・年間297回 

②子育て広場事業の実施 

実施施設を2か所、実施日を114日増やし、

充実を図る。 

③地域子育て支援拠点事業の実施 

市内4か所において実施 

実 

績 

①ふれあい親子サロンの開催 

（27会場、年間297回） 

②子育て広場事業の実施 

こどもセンター16館 

年間114日増（1,406回開催） 

③地域子育て支援拠点事業 

（市内4か所で実施） 

保護者の育児不安を解消するため、保健

師・保育士のほか、民生委員・児童委員、子

育てサポーターなど地域のスタッフが育児

や遊びのヒントを提供するほか、身体測定を

行うとともに、地域子育て支援拠点事業を実

施することにより、乳幼児とその保護者の居

場所づくりなど、子育て環境の充実を図りま

す。 

評 

価 

目標どおり実施した。乳幼児と保護者が集える場

を提供し、保護者の育児不安の軽減を図ることがで

きた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

10 

放課後子どもプラン推進事業 

（児童クラブの再整備・改修） 

児童クラブ待機児童の解消に向け、施設整

備、改修等により150人以上の定員拡大を図

る。 

①施設整備による定員拡大 

②余裕教室改修による定員拡大 

③こどもセンター諸室放課後活用による定

員拡大 

実 

績 

22箇所の整備、改修等を行い、512人の定員増を

図った。 

保護者が就労等により昼間家庭にいない

小学校児童の健全な育成を図るため、待機児

童数の多い児童クラブの受入人数の拡大に

向け、施設の整備や改修を行います。 

評 

価 

翌年度以降の整備、改修等も前倒しで取り組み、

目標以上に児童クラブの受入人数の拡大、待機児童

数の縮減を図ることができた。 

11 

放課後子どもプラン推進事業 

（児童厚生施設整備） 

児童館機能のある児童厚生施設の整備 

：1施設 

実 

績 

平成 28年 7月に相南児童館を開設した。また、

平成 28年 8月に津久井中央児童室事業のモデル実

施を開始した。 子どもたちが自由に過ごすことができる

居場所をつくるために、「さがみはら児童厚

生施設計画」に基づき、こどもセンターや児

童館のない小学校区において、地域の実情や

地理的状況等を踏まえ、学校周辺等の公共施

設や市有地を活用した児童館機能のある施

設を整備します。 

評 

価 

目標どおり実施し、児童館のなかった東林小学校

区及び津久井中央小学校区に児童の健全な遊びの

場、居場所を設けることができた。 

12 

放課後子どもプラン推進事業 

（放課後児童クラブ運営費等補助） 
民間児童クラブについて安定的な運営が

行われるよう支援策の充実を図り、施設数及

び受入れ児童数の拡大を図る。 

実 

績 

平成27年度（H27.5.1時点）と比べて、2施設、

定員数36人の拡大を図った。 
地域における放課後児童健全育成事業と

待機児童解消を図るため、民間の放課後児童

クラブを運営している事業者等に対し、経費

の一部を補助します。 

評 

価 

目標どおり実施した。今後も児童の安全・安心な

遊び場、居場所づくりに取り組んでいく。 

13 

放課後子どもプラン推進事業 

（放課後子ども教室事業の実施） 

①平成28年度7箇所拡大実施 

②平成 29年度 7箇所拡大実施に向けた運営

体制の確立 

実 

績 

①こどもセンター4館（向陽、清新、鹿島台、麻溝）、

児童館3館（四ツ谷、南新町、しんふち）の7箇所

において放課後子ども教室事業を新たに実施した。 

②平成29年度の実施に向けて、こどもセンター4館

（田名、新磯、富士見、相武台）、児童館 3館（幸

町、大野台第2、古淵）の7箇所について運営体制

を確立させた。 

放課後における子どもたちの安全で健や

かな居場所づくりを推進するため、小学校の

余裕教室や児童館、こどもセンターを活用

し、全学年の児童を対象に、地域の人たち等

との遊びなどを通して様々な体験の場を提

供します。 
評 

価 

目標どおり実施した。今後も放課後子ども教室事

業の拡大実施に取り組んでいく。 

14 

こどもセンター改修事業 

外壁改修：1館（並木） 

空調機更新：1館（上溝南） 

実 

績 

並木こどもセンターにおいて外壁改修、上溝南こ

どもセンターにおいて空調機器更新を行った。 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進

するとともに情操を豊かにし、もって青少年

の健全育成を図るため、こどもセンターの計

画的な改修を行い、児童の安全・安心な居場

所づくりの推進及び施設の延命化を推進し

ます。 

評 

価 

目標どおり実施した。今後も児童の安全・安心な

居場所づくり及び施設の延命化に取り組んでいく。 

15 

「さがみはら児童厚生施設計画」の見

直し 
平成 28年度中の改定に向け、児童クラブ

の対象年齢の拡大方針や、民間児童クラブと

のさらなる連携方策、総合的な放課後対策等

について、検討を行う。 

実 

績 

平成29年3月に「さがみはら児童厚生施設計画」

の改定版を策定した。 

市立児童クラブの対象年齢や育成料の適

正化、更なる民間活力の活用方法など、総合

的な放課後対策を検討し、「さがみはら児童

厚生施設計画」に反映します。 

評 

価 

目標を達成できた。今後は多様化する子育てニー

ズに対応するため、効果的な施設運営の推進、既存

施設を活用した子どもの居場所づくり等、計画の推

進に取り組んでいく。 

３．子ども・若者を取り巻く健全な環境づくりを進めます。 

1 

青少年活動支援事業 

委託事業内容等の充実により、青少年の参

加の促進を図る。 

委託事業等参加者：47,000人 

実 

績 

青少年関係団体への各種委託事業を実施し、青少

年へ体験、活動の機会を提供した。また、青少年指

導者の養成・育成及び関係団体の育成・支援を行っ

た。 

委託事業参加者数：21,340人 

青少年の自主性及び社会性を育てるため、

青少年学習センターでの主催事業を通し、青

少年へ体験、活動の機会の充実と参加の促進

を図るとともに、青少年指導者の養成や青少

年育成団体を支援します。 
評 

価 

関係団体等との連携や事業周知に努めたが、親子

ふれあいの広場が、他のイベントとの同日開催が出

来なかったため、目標を下回った。今後も引き続き

青少年の健全育成や青少年指導者の養成・育成、青

少年団体の支援に取り組む。  
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

2 

青少年健全育成環境づくり事業 

「家庭の日」及び「青少年健全育成啓発」

の作品を募集する。 

写真・標語 

絵画・メッセージ 

延べ応募件数750点 

実 

績 

「家庭の日」写真募集、「健全育成啓発作品」絵

画・標語募集、延べ応募件数668点 

（絵画55、標語101、写真512） 

地域社会における青少年を取り巻く健全

な社会環境づくりをめざすため、社会環境健

全化活動や啓発・情報提供活動を行うととも

に、青少年健全育成組織等の活動を支援しま

す。 

評 

価 

広報誌や各小中学校へチラシを配布するなど広

く周知を行ったが、目標を下回った。入選作品につ

いては巡回展示、ポスターの作成・配布等により広

く普及啓発を行った。今後も地域社会における青少

年を取り巻く健全な社会環境づくりのため、各種事

業に取り組み、啓発・支援に努める。 

3 

子ども・若者育成支援推進事業 

「子ども・若者支援協議会」の運営を継続

し、関係機関からの情報の収集及び共有、支

援・相談機関の窓口の更なる市民周知、関係

機関との連携の強化等に取り組み、支援の充

実を図る。 

会議等開催予定 

代表者会議：1回 

実務者会議：2回 

講演会  ：1回 

実 

績 

「子ども・若者支援協議会」を通じて、各関係機

関との支援における連携や情報交換に努めた。ま

た、子どもの権利の日に合わせ、シンポジウム「子

どもの貧困を考える～無料学習塾を通した子ども

の支援～」を開催した。（参加者20人） 

代表者会議：1回 

実務者会議：2回 

講演会  ：1回 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する

子ども・若者の問題に対応するため、「子ど

も・若者支援協議会」を通じて、連携の強化

を図るとともに、シンポジウムの開催等によ

り、困難を有する子ども・若者に対する市民

の理解を深めます。 

評 

価 

関係機関の連携を深めるため、代表者会議及び実

務者会議を開催し、相談窓口の連携を図ることがで

きた。今後もさらに支援の窓口の充実に努めてい

く。また、市民向けのシンポジウムの開催やリーフ

レットの配布により、広く周知を行うことができ

た。 

４．発達障害児者等への支援体制の充実を図ります。 

1 

発達障害者支援事業 

相談支援や就労支援などの実施によって、

発達障害者等を支援するとともに、発達障害

の理解を促進するため、市民等に対する普及

啓発の充実を図る。 

実 

績 

発達障害者支援法第 14条に規定する事業を実施

した。 

相談支援1,294件、発達支援977件、就労支援1,594

件、普及啓発・研修59件、関係機関等との連携281

回  

発達障害のある方が住み慣れた地域で安

心して暮らすことができるよう、乳幼児期か

ら成人期まで対応する支援体制の充実を図

ります。 評 

価 

目標どおり実施した。発達障害に関する専門機関

として、発達障害児者とその家族等への支援や、支

援者の育成等に取り組んだ。 

事業については、制度に基づき適正に実施した。 

2 

障害児の療育・支援施設運営事業 

①身近な地域での療育支援を実施する。 

②重度化する通園児への支援及びその児童

を支える家族への支援を実施する。 

③療育センター再整備方針に基づき、再整備

基本計画を策定する。 

実 

績 

・療育相談件数（初回面接及び地域生活支援相談件

数） 1,934件 

・児童発達支援延べ利用件数 2,551件 

・リハビリテーション実施回数 2,693件 

・児童発達支援センターの延べ通園人数：第一陽光

園 628人、第二陽光園 322人 

・療育センター再整備検討会議：2回開催 

・療育センター再整備検討委員会：3回開催 

障害の軽減や生活能力の向上、早期発見・

早期療育の推進及び社会的自立をめざすと

ともに、保護者への療育に必要な指導・助言

をするため、第一・第二陽光園及び療育相談

室の運営を行うほか、多様化する療育ニーズ

に対応するため、療育センター再整備方針に

基づき陽光園再整備基本計画の策定を進め

ます。 評 

価 

・療育支援については、目標どおり実施した。 

・療育センター再整備方針に基づき、順次、取り組

みを進めるとともに、庁内検討組織及び療育センタ

ー再整備基本計画検討委員会において、療育センタ

ー再整備基本計画の策定に向けた検討を進め、平成

29年 3月に療育センター再整備基本計画を策定し

た。 
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■ 本年度重点目標                                                  【新：本年度新規目標】 

No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

１．安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。 

1 新 

子育て支援センター運営事業 ①妊娠期から子育て期にわたる支援をワンストップで行い、よりきめ

細かな包括的な支援を行う。 

②多職種チームケアによる児童虐待の早期発見、対応を強化し、未然

防止に向けた取組を行う。 

③陽光園との連携により、発達の遅れのある可能性のある子どもへの

初期療育を強化する。 

④教育委員会との情報共有・人事交流により、学齢期の子どもについ

て切れ目なく支援する。 

各区に設置した子育て支援センター（子育て世代包括支援センター）

を拠点とし、妊娠期から子育て期にわたるまでの育児に関する様々な

悩みや相談に対応するとともに、母子保健施策と子育て支援施策の一

体的な提供を通じて、関係機関との連携を図りながら切れ目ない支援

を行います。 

 

2  

妊婦健康診査事業 ①母子健康手帳及び妊婦健康診査費用補助券の妊娠初期（3か月以内）

の交付率：96％ 

②保健師からの交付率：80％ 
妊婦と胎児の健康管理の充実を図るため、妊婦健康診査の受診を促

進するとともに、経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に係る

経費の一部助成を行います。  

3  

こんにちは赤ちゃん訪問事業 
訪問率：100％ 

親と子が心身ともに健康に過ごすことができるよう、生後 4か月ま

での乳児がいる全家庭を訪問し、育児等に関する相談や支援を行いま

す。 
 

２．安心と喜びを感じられる子育て環境の充実を図ります。 

1  

保育所待機児童対策推進事業 保育所等待機児童の解消に向け、子ども・子育て支援事業計画に基

づき、保育所や地域型保育事業等の施設整備により 406人の定員拡大

を図る。 
待機児童の解消を図るため、民間保育所や小規模保育事業所の整備、

認定保育室への運営助成などにより、受入枠の拡大を進めるとともに、

保育人材の確保と保育の質の向上を図ります。  

2  

児童クラブの待機児童対策事業(市立児童クラブ) ・児童クラブ待機児童の解消に向け、余裕教室改修等により 300人以

上の定員拡大を図る。 

・育成支援の質の向上方策の検討を行う。 
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

の健全な育成を図るため、待機児童数の多い児童クラブの受入人数の

拡大に向け、施設の整備を行うとともに、保育の質の向上を図ります。  

3  

児童クラブの待機児童対策事業(民間児童クラブ) 民間児童クラブについて安定的な運営が行われるよう運営費助成な

ど支援策の充実を図り、施設数及び受入れ児童数の拡大を図る。 
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

の健全な育成を図るため、民間の放課後児童クラブを運営している事

業者等に対し、経費の一部を助成します。  

4  

放課後こども教室事業 平成29年度7箇所拡大実施 

平成30年度8箇所拡大実施に向けた運営体制の確立 
放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進す

るため、小学校の余裕教室や児童館、こどもセンター等を活用し、全

学年の児童を対象に、地域の人たち等との遊びなどを通して様々な体

験の場を提供します。 

 

5  

子育て広場・ふれあい親子サロン事業の推進 ・子育て広場事業の実施 

実施施設として空き店舗を活用し、1か所増設 

・地域子育て支援拠点事業の実施 

①一般型・市内4か所、②連携型・市内3か所において実施 

・ふれあい親子サロン事業の実施 

27会場・年間297回 

保護者の育児不安を解消するため、保健師・保育士のほか、民生委

員・児童委員、子育てサポーターなど地域のスタッフが育児や遊びの

ヒントを提供するほか、身体測定を行うとともに、こどもセンターに

おいて地域子育て支援拠点事業を実施することにより、乳幼児とその

保護者の居場所づくりなど、子育て環境の充実を図ります。 
 

6  

児童虐待防止事業 11月の児童虐待防止推進月間において、集中的な広報・啓発活動等

を行う。 
要保護児童の早期発見、早期対応を図るため「相模原市要保護児童

対策地域協議会」を運営するとともに児童虐待の未然防止のための諸

事業を実施します。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

7  

児童相談所機能強化事業 ①児童精神科医による医学的助言指導 42回 

②外部有識者によるスーパーバイズの実施 12回 

③第三者評価の導入・実施 医師等による助言の活用や相談受付体制の充実を図り、児童や保護

者に対する支援体制を強化します。また、一時保護所の入所児童に対

する支援のために、外部有識者によるスーパーバイズを実施するとと

ともに、第三者評価を導入します。 
 

8  

公立特定教育・保育施設のあり方・役割を踏まえた教育・保

育の推進 
「相模原市公立特定教育・保育施設等のあり方に関する基本方針」

に基づき、公立施設の役割・機能、配置について検討を進める。 
子ども・子育て支援新制度や拡大・多様化する保育ニーズに対応す

るため、「相模原市公立特定教育・保育施設等のあり方に関する基本方

針」に基づき、子育て家庭や私立保育施設への支援等を拡充するため

の機能強化や、公立施設の再編等の適正配置を図るとともに、教育・

保育の一体的な実施と質の向上を進めます。 

 

9  

病児・病後児保育事業 引き続き新規開設に向けた検討を進めるとともに、より一層の事業

周知を図ることで各施設の利用率向上を図る。 
保護者の子育てと就労の両立を支援するため、保育所等に在園する

児童が病気回復期に至らない場合や病気回復期のため通常の集団保育

が困難な場合に、独立した専用の施設で一時的に保育を実施します。 
 

10  

児童館の整備・改修事業 ・津久井中央児童室事業の効果の検証を行う。 

・老朽化が進んでいる児童館の改修方策の検討を行う。 こどもセンターや児童館のない小学校区において、地域の実情や地

理的状況等を踏まえ、学校周辺等の公共施設や市有地を活用した児童

館機能のある施設の整備や老朽化が進んでいる児童館の改修方策を検

討します。 

 

３．子ども・若者を取り巻く健全な環境づくりを進めます。 

1  

こども・若者育成支援事業(子どもの貧困対策等の推進) 「子ども・若者支援協議会」の運営を継続し、関係機関からの情報

の収集及び共有、支援・相談機関の窓口の更なる市民周知、関係機関

との連携の強化等に取り組み、支援の充実を図る。また、子どもの貧

困に係るニーズ把握や子どもの貧困対策取組方針の策定を行う。 

会議等開催予定 

代表者会議：1回 

実務者会議：2回 

講演会  ：1回 

ひきこもりや不登校、子どもの貧困など、さまざまな困難を有する

子ども・若者の問題に対応するため、「子ども・若者支援協議会」を通

じて、関係機関との連携の強化を図るとともに、相談支援体制の充実

を図ります。 

 

2  

青少年健全育成等推進事業 委託事業内容等の充実により、青少年の参加の促進を図る。 

委託事業等参加者：47,000人 

「家庭の日」及び「青少年健全育成啓発」の作品を募集する。 

写真・標語 

絵画 

延べ応募件数750点 

地域社会における青少年を取り巻く健全な社会環境つくりをめざす

ため、社会環境健全化活動や啓発・情報提供活動を行うとともに、青

少年育成団体等の活動を支援します。 

 また、青少年の自主性及び社会性を育てるため、青少年学習センタ

ーの主催事業を通し、青少年の体験・活動の機会の充実と参加の促進

を図ります。  

４．発達障害児者等への支援体制の充実を図ります。 

1  

障害児の療育・支援施設運営事業 ①多様化・増加する療育ニーズに対応するため、身近な地域である 3

区での療育支援を実施する。 

②多様化・重度化する通園児への支援及びその園児を支える家族への

支援を実施する。 

③療育センター再整備基本計画に基づく取組を進める。 

障害の早期発見・早期療育の推進及び社会的自立をめざすとともに、

保護者への療育に必要な指導、助言をするため、第一・第二陽光園及

び療育相談室の運営を行うほか、療養ニーズの増加及び多様化に対応

するため、「相模原市立療育センター再整備基本計画」に基づく取組を

進めます。  

2  

発達障害者支援事業 相談支援や就労支援などの実施によって、発達障害者等を支援する

とともに、発達障害の理解を促進するため、市民等に対する普及啓発

を図る。 発達障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう、乳幼児期から成人期まで対応する支援体制の充実を図ります。 
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■ 本年度の実施事業（取組）                                             【新：本年度新規事業】 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

１．安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。 

1 新 子育て支援センター運営事業 
各区子育て支援

センター 

各区に設置された子育て支援センター（子育て世代包括

支援センター）を拠点とし、妊娠期から子育て期にわたるまで

の育児に関する様々な悩みや相談に対応するとともに、母子

保健施策と子育て支援施策の一体的な提供を通じて、関係

機関との連携を図りながら切れ目ない支援を行います。 

91,277  

2  妊婦健康診査事業 こども家庭課 

妊婦と胎児の健康管理の充実を図るため、妊婦健康診査

の受診を促進するとともに、経済的負担の軽減を図るため、

妊婦健康診査に係る経費の一部助成を行います。 

394,874 
少子

化 

3  こんにちは赤ちゃん訪問事業 

こども家庭課 

各区子育て支援

センター 

親と子が心身ともに健康に過ごすことができるよう、生後 4

か月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児等に関する相

談や支援を行います。 

19,547 
少子

化 

２．安心と喜びを感じられる子育て環境の充実を図ります。 

1  
子ども・子育て支援新制度への的確な対

応 

こども・若者政策

課 

地域の子育て環境の状況や子育て支援のニーズに合っ

た取組を計画的に進めるために策定した子ども・子育て支援

事業計画に基づく施策を推進し、計画の進行管理を定期的

に子ども・子育て会議に報告し、評価を受けます。 

740  

2  保育所待機児童対策の推進 

こども・若者政策

課 

保育課 

子ども・子育て支援事業計画により、保育需要に応じた認

可保育所地域型保育事業の整備や認定保育室に対する運

営助成、すくすく保育アテンダントによる保育所利用相談等

を実施します。 

963,058 
少子

化 

3  教育・保育施設等給付費 保育課 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対し

て、公定価格に基づく施設型給付費等を支給します。 
13,802,266  

4  多様な保育サービスの提供 保育課 

保護者の多様な保育ニーズに的確に対応するため、保育

所等において様々な保育サービスを提供します。 

（延長保育、一時保育、支援保育） 

570,737  

5  
放課後子どもプラン推進事業 

（児童クラブの整備・改修） 

こども・若者支援

課 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の健全な

育成を図るため、待機児童数の多い児童クラブの受入れ人

数の拡大に向け、施設の整備や改修を行います。 

29,500 
少子

化 

6  
放課後子どもプラン推進事業 

（放課後児童クラブ運営費等補助） 

こども・若者支援

課 

地域における放課後児童健全育成と待機児童解消を図る

ため、民間の放課後児童クラブを運営している事業者等に

対し、経費の一部を補助します。 

16,801 
少子

化 

7  
放課後子どもプラン推進事業 

（放課後子ども教室事業の実施） 

こども・若者支援

課 

放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所づくり

を推進するため、小学校の余裕教室や児童館、こどもセンタ

ーを活用し、全学年の児童を対象に、地域の人たち等との遊

びなどを通して様々な体験の場を提供します。 

23,698 
少子

化 

8  
子育て広場・ふれあい親子サロン事業の

推進 

こども・若者支援

課 

こども家庭課 

保護者の育児不安を軽減するため、ふれあい親子サロン

を実施するほか、地域子育て支援拠点事業を実施すること

により、乳幼児とその保護者の居場所づくり等、子育て環境

の充実を図ります。 

10,250 
少子

化 

9  子どもの権利推進事業 
こども・若者支援

課 

子どもの権利侵害に関する相談・救済に応じるとともに、子

どもの権利及び条例の周知・啓発活動を行い、子どもの権利

保障に資する取り組みを進めます。 

13,528  

10  児童虐待防止事業 こども家庭課 

要保護児童の早期発見、早期対応を図るため「相模原市

要保護児童対策地域協議会」を運営するとともに児童虐待

の未然防止のための諸事業を実施します。 

1,427  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

11  児童相談所機能強化事業 児童相談所 

子どもに関する様々な問題に適切に対応するため、医師

等の専門的な見地による助言の活用や相談受付体制の充

実を図り、子どもや保護者に対する支援体制を強化します。

また、一時保護所の入所児童に対する適切な支援のため

に、外部有識者によるスーパーバイズを実施するととともに、

第三者評価を導入します。 

1,614  

12  
公立特定教育・保育施設等のあり方・役

割を踏まえた教育・保育の推進 

こども・若者政策

課 

保育課 

公立特定教育・保育施設等の在り方に関する基本方針に

基づき、公立施設の役割や機能、配置について検討します。 
270  

13  病児・病後児保育事業 保育課 

保護者の子育てと就労の両立を支援するため、保育所に

在園する児童が病気回復期に至らない場合や病気回復期

のため通常の集団保育が困難な場合に、独立した専用の施

設で一時的に保育を実施します。 

45,883  

３．子ども・若者を取り巻く健全な環境づくりを進めます。 

1  
子ども・若者育成支援推進事業 

（子どもの貧困対策等の推進） 

こども・若者支援

課 

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の

問題に対応するため、「子ども・若者支援協議会」を通じて、

連携の強化を図るとともに、シンポジウムの開催等により、困

難を有する子ども・若者に対する市民の理解を深めます。ま

た、子どもの貧困についての実態を調査し、その対策に取り

組みます。 

5,600  

2  青少年健全育成等推進事業 
こども・若者支援

課 

地域社会における青少年を取り巻く健全な社会環境づくり

をめざすため、社会環境健全化活動や啓発・情報提供活動

を行うとともに、青少年育成団体等の活動を支援します。 

 また、青少年の自主性及び社会性を育てるため、青少年学

習センターの主催事業を通し、青少年の体験・活動の機会

の充実と参加の促進を図ります。 

30,990 
少子

化 

４．発達障害児者等への支援体制の充実を図ります。 

1  障害児の療育・支援施設運営事業 

陽光園 

各区子育て支援

センター 

年々増加、多様化する療育ニーズに対応し、発達に心配

がある児童や障害児、またその家族などが身近な地域で安

心して暮らせるよう療育相談室（陽光園療育相談室及び各区

子育て支援センター療育相談班）及び児童発達支援センタ

ー（第一及び第二陽光園）の運営を行うほか、療育センター

再整備基本計画に基づく取組を進めます。 

101,564 
少子

化 

2  発達障害支援センター事業 陽光園 

発達障害支援センターにおいて、発達障害者等に対する

相談支援、就労支援を行います。また、関係機関に対する情

報提供及び連絡調整等を行うとともに、市民に対する普及啓

発を行います。 

20,898 
少子

化 

 


