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平成３０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。 

・経済的に厳しい状況におかれた、ひとり親家庭等の就業支援や生活支援

を総合的に行う必要がある。 

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大幅に増加している 

・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子ども・若者への対応が求められ

ている 

・子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないよ

う、また、貧困が世代を超えて連鎖しないような環境をつくる必要があ

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 

子育て支援センター運営事業 
・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。 

・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。 

・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。 

・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。 

実 

績 

妊娠期から子育て期までの育児に関する様々な

悩みや相談の拠点として、各区に子育て支援センタ

ー（子育て世代包括支援センター）を設置し運営し

た。 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。 

評 

価 

・妊娠期から子育て期までの様々な相談にワンスト

ップで対応する窓口として、市民のニーズを的確

に受け止め、必要な相談・支援を行うことができ

た。 

・保健と福祉が連携し、より質の高い、妊娠期から

子育て期までの様々な子育てサービスを提供す

ることができた。 

2 

妊婦健康診査事業 

・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％ 

・保健師からの交付率：80％ 

実 

績 

・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：95.3％ 

・区民課における土曜日開庁時に保健師からの母子

健康手帳の交付を、平成30年2月から実施した。 

 保健師からの交付率：83.2％ 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 

妊娠初期（3か月以内）の交付率は目標値を若干

下回ったが、保健師からの母子健康手帳の交付率

は、目標値を上回り、心配を抱えた妊婦に対して、

保健師が早期に対応することができ、支援の充実を

図ることができた。 

3 

こんにちは赤ちゃん訪問事業 

訪問率：100％ 

実 

績 
訪問率：93.5％ 

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 

里帰り出産後に実家で過ごす期間が長期化する母子

が増加したこと等により、訪問率が目標値を下回った。な

お、訪問できなかった場合には、4か月児健康診査や夜

間訪問等により、すべての乳児の状況を把握することがで

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 

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。 

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 609人の認可保育所等の定員増を

図った。 

・就学前児童数は減少しているものの、女性の就労増

加などを要因に本市の保育所等利用申込者数は

年々増加しているため、待機や保留児童の解消に向

けたさらなる取組として、新規保育所の空きスペースを

利用した「年度限定保育事業」による受入枠の拡大を

図った。 

・保育の質の向上を図るため、保育士等の研修計画を

作成した。 

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。 

評 

価 

・本市の待機児童数は、平成27年度から3年連続でゼ

ロとなっていたが、１歳児を中心とした利用申込数の

増加や、地域の偏在等により、平成 30年度当初につ

いては、待機児童が発生した。 

・受入枠の拡大や、保育人材の確保に取り組むととも

に、保育の質の向上を図るため、新たな研修体系を策

定した。 
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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 

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。 

実 

績 

・17か所の整備、改修等を行い、347人の定員増を

図ることができた。 

・育成支援の質の向上のため、サービスの提供内容

や職員体制、人材の確保、指導員等研修の充実策

について検討した。 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。 評 

価 

・学校の余裕教室等を活用して施設整備を行い、目

標を達成することできた。待機児童解消に向けて

引き続き整備を行う。 

・質の向上方策の検討を進めることができた。 

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。 

実 

績 

・平成28年度と比べ、9施設、230人の受入れ児童

数の拡大を図ることができた。 

・新たに送迎支援や環境改善に係る補助制度を追加

した。 
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。 

評 

価 

民間児童クラブへの支援を充実し、新規参入を促

進することができた。今後も引き続き取り組んでい

く。 

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 

実 

績 

・平成29年度の拡大実施 

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） 

・平成30年度の実施に向けた運営体制の確立 

こどもセンター4館 

（横山、大野南、大野台、陽光台） 

児童館3館（青葉、御園、相武台第２） 

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。 

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。 

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1か所増設 

・地域子育て支援拠点事業の実施 

一般型：市内4か所 

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 

実 

績 

・子育て広場事業の実施 

こどもセンター16か所から17か所に拡大 

（うち、3か所は地域子育て支援拠点事業連携

型へ移行） 

・地域子育て支援拠点事業の実施 

一般型：市内4か所  

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293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。 評 

価 

ふれあい親子サロンにおいては、大雪警報又は注

意報が発令されたため来場者の安全を考慮し、４回

中止としたが、その他は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 

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。 

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。 

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 

実 

績 

①精神科医による医学的助言指導実施回数 38 回 

②外部有識者によるスーパーバイズの実施 12 回 

③第三者機関による第三者評価実施 

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もに、第三者

評価を導入します。 

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、複雑かつ困難な問題を抱えている入所児

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第三者評価の実施により、「子ども人権プロジェ

クト」の取り組みをさらに継続、発展させていく

ことが示されるとともに、防犯やセクシュアルハ

ラスメント等のマニュアル整備などの改善すべ

き事項が明確になった。 

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。 

実 

績 

「公立特定教育・保育施設のあり方に関する基本

方針」に基づき、今後の津久井地域における公立施

設の再配置について検討を行った。 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。 

評 

価 

津久井地域における施設の老朽化や立地、利用状

況等の課題を集約し、今後の検討事項を整理するこ

とができた。 

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。 

実 

績 

各区に１施設ずつ、市内計３施設で事業を実施し

た。年間の延べ利用児童数は昨年度と比較して増加

したが、受入枠には余裕がある状況のため、保育所

等でのパンフレットの配布や事業者と連携した施

設見学会など、利用率の向上に向けて取り組んだ。 

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。 評 

価 

保護者の子育てと就労の両立支援に大きく寄与

しており、引き続き事業の周知と利用率の向上に努

めていく。 
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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 

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。 

実 

績 

・津久井中央児童室事業の効果を検証し、児童館等

のない地域の児童館機能のあり方について検討

した。 

・老朽化が進んでいる児童館について、地域や関係

機関との間で、今後のあり方や整備に関する検討

を進めた。 

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。 
評 

価 

公共施設マネジメント推進プランとも整合を図

りながら、検討を進めることができた。 

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 

実 

績 

子ども・若者支援協議会を実施することで、関係

機関の連携体制を維持、構築した。 

また、子どもの貧困対策について、子どもの生活

実態に関するアンケート調査を実施し、生活実態や

ニーズを把握するとともに、子ども食堂や無料学習

塾など地域で子どもの支援に取り組む団体と情報

交換会を開催し、意見などを聞きながら、具体的な

取組施策を検討した。 
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。 

評 

価 

関係機関の連携を図るため、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、支援を必要とするひとり親家庭の実態調査や

子ども支援団体との情報交換会により、実情を把握

しながら具体的な取組施策を検討することができ

た。 

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 

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：55,858人 

「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645点（絵画60点、

標語65点、写真520点） 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。 
評 

価 

関係団体等との連携や事業周知に努め、多くの方

が参加した。今後も引き続き、青少年指導者の養

成・育成、青少年団体の支援等を通じて、青少年の

健全育成に取り組む。 

また、作品募集については広報紙や各小中学校へ

チラシを配布するなど広く周知を図った。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。 
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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．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。 

実 

績 

・療育支援件数（初回面接及び地域生活支援件数） 

1,641件 

・リハビリテーション実施件数 2,293件 

・児童発達支援延べ利用件数 1,548 件 

・児童発達支援センターの延べ通園人数：第一陽光 

園 204 人、第二陽光園 379 人 

・施設の複合化整備の方向性について定めるととも

に総括機関や窓口の充実について検討を進めた。 

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。 評 

価 

・療育支援については、市民ニーズに対応すること

ができた。 

・療育センター再整備基本計画に基づく取組を今後

も引き続き実施していく。 

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。 

実 

績 

相談支援 1,432 件、発達支援 1,023 件、就労支

援1,679件、普及啓発・研修 78 件、関係機関等と

の連携 271 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 

相談支援、就労支援や普及啓発などは、前年度を

上回る件数に対応した。また、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。 
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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  

子育て支援センター運営事業 ・妊娠期から子育て期までの様々な相談にワンストップで対応する窓

口として、市民のニーズを的確に受け止め、必要な相談・支援を行

う。 

・保健と福祉が連携し、より質の高い、妊娠期から子育て期までの様々

な子育てサービスを提供する。 

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。 
切れ目のない支援を実施することで、子育て世代が安心して子ども

を生み育てることができる。 

2  

妊婦健康診査事業 ・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％ 

・保健師からの交付率：85％ 
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。 
妊婦の定期的な健康管理をすることで病気の早期発見、早期治療を

行い、安全な出産に繋げることができる。 

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。 

出産後の母親の心身の健康状態及び乳児の栄養状態を把握し、必要

な助言や情報提供をすることで、安心した育児ができる。 

4 新 

新生児聴覚検査事業 
受診率：90％ 

 新生児等の聴覚障害を早期に発見し、適切な治療や支援を行うこと

により、音声言語発達等への影響を最小限に抑えられることから、そ

のスクリーニング検査に必要な費用の一部を、平成 30年 10月から助

成します。 

公費負担を実施することで検査が周知され、受診率が更に向上し、

聴覚障害の早期発見、早期治療及び適切な支援に繋げることができる。 

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 
子ども・子育て支援事業計画における確保必要量に基づき、567人の

定員増に向けた整備を進める。 

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。 

保育需要の動向を見極めつつ、保育所の新設や認定保育室の認可化

等により定員拡大を図るほか、幼稚園等における２歳児の受入促進や

年度限定保育事業など様々な対策を実施することで、待機児童や保留

児童の減少が図られ、女性の社会進出等に貢献することが出来る。 

2  

児童クラブの待機児童対策事業(市立・民間児童クラブ) 
待機児童解消を図るため、市立の児童クラブについては、余裕教室

改修等により定員拡大を行うとともに、育成支援の質の向上方策の検

討を行う。また、民間児童クラブについても、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、受入れ児童数の拡大に取

り組む。 

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、市立の児童クラブについて、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。また、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。 児童クラブの需要増加や、多様化する市民ニーズに対応するととも

に、放課後児童の健全な育成を進めることができる。 

3  

放課後こども教室事業 平成30年度に実施を拡大する施設数：7箇所 

平成31年度に実施を拡大する施設数（予定）：1箇所 

※ 運営体制の確立等拡大実施に向けた取組は平成30年度に行う。 
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。 

既存施設を活用して、放課後の子どもの居場所が確保することがで

きる。 

4  

子育て広場・ふれあい親子サロン事業の推進 ・地域子育て支援拠点事業の実施 

一般型：市内4か所、連携型：市内8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。 

 乳幼児をもつ親が気軽に集える場を設置することにより、乳幼児の

健やかな成長や子育てに不安等がある保護者の不安解消につながり、

子育て環境の充実が図られる。 
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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 

5  

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。 
要保護児童の早期発見、児童虐待の未然防止につながる。 

6  

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 

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します。 

①発達障害や愛着障害など、課題を抱える児童に対して、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

ことができる。 

②複雑かつ困難な課題を抱える入所児童が多く、保護が長期化する傾

向もある中で、外部有識者による助言指導を受けることにより、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る。 

7  

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 
津久井地域の施設の再配置や、旧市域の公立施設の役割・機能、配

置等について検討を行う。 

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。 

将来的に地域子育て支援の拠点として集約化し、人員の有効活用が

図られ、新たに子育て広場事業が可能となり、支援を要する児童の受

入れや一時預かり事業を充実することができる。 

8 新 

ブックスタート・セカンドブック事業 

・4か月児健康診査後の絵本の読み聞かせ時に親子へ絵本を配布する。 

・2歳6か月児歯科健康診査の通知に絵本引換券を同封し、図書館等に

おいて親子へ絵本を配布する。  親子の愛着形成の促進、家庭環境に左右されない子どもの健やかな

成長及び子どもの読書活動の推進を目的に児童のいる家庭に絵本をプ

レゼントします。 絵本の読み聞かせの参加率の向上や自宅においても取り組める環境

の確保が進み、親子の愛着形成の促進や読書活動の推進が見込まれる。 

9  

ファミリー・サポート・センター事業 ・会員数 2,300人 

（利用会員数 1,570人 援助会員 670人 両方会員 60人） 

・ひとり親家庭の利用時間数 延べ900時間 安心とゆとりを持って子育てができるように、子どもを持つ家庭を地域で支

援することを目的として、育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人を会

員として組織化し、育児の相互援助活動を支援すると共に、ひとり親家庭に

ついては、謝礼の半額を免除します。 

育児の相互援助活動を支援することにより、多様なライフスタイル

に応じた安心して子育てができる環境が整う。また、ひとり親家庭の

自立支援を促進する。 

10  

児童館の整備・改修事業 
・児童館機能のない地域の整備のあり方について検討を行い、方針を

決める。 

・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。 
既存施設を活用するとともに、改修により良好な施設環境を提供す

ることができる。 
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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 

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、無料学習支援、子ども食堂を運営する団体との情報交換会等

により連携を充実させるとともに、子どもの居場所に関する総合窓口

を開設するなど、団体が活動しやすい環境づくりを進める。 

会議等開催予定 

・子ども・若者支援協議会（代表者会議：1回、実務者会議：2回、講

演会：1回） 

・「子どもの居場所創設サポート事業」（居場所づくりに関するセミナ

ー：3回） 

・支援団体情報交換会：5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。 

また、地域において子どもの居場所づくりを進めるため、「子どもの

居場所創設サポート事業」として、情報提供や活動の周知、運営に関

する相談など子どもを支援する団体が活動しやすい環境づくりに取り

組みます。 

市民団体や関係機関との連携による子どもの貧困対策を進めること

ができる。 

2 新 

ひとり親家庭等自立支援・生活向上事業 ・弁護士による養育費等法律相談の実施 年36回 

・家庭教師の派遣 

・訪問相談の実施 経済的に厳しい状況におかれた、ひとり親家庭等の就業支援や生活

支援を総合的に行うため、養育費の確保に向けた法律相談、子どもへ

の学習支援、個々の家庭の実情に寄り添った訪問相談を実施します。 
養育費相談による経済的支援、訪問相談による就業や生活支援、家

庭教師派遣による子どもへの学習支援により、総合的な支援ができる。 

3  

子ども・若者未来基金積立金 
 市民・企業等に基金の周知を図り、寄附を募る。 

市民・企業等から寄せられた寄附金等を基金へ積み立て、子どもの

貧困対策やひとり親家庭等の支援、学力保障などの取組に活用します。 
子どもの貧困対策などの事業を長期的・安定的に進めていくことが

できる。 

4  

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。また、「家

庭の日」及び「青少年健全育成啓発」の作品を募集する。 

・委託事業等参加者：47,000人 

・写真・標語、絵画の延べ応募件数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。 

地域ぐるみで効果的に青少年健全育成活動の推進を図ることができ

る。 

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 ・増加、多様化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。 

・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。 

・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。 多様化する療育ニーズへの対応や保護者への指導助言などを行うこ

とで、療育支援の充実が図られる。 

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。 
発達障害のある人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。 発達障害児者とその家族等が安心して社会生活を送ることができ

る。 
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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  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。 

105,259  

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。 

388,931 
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。 

21,304 
少子

化 

4 新 新生児聴覚検査事業 こども家庭課 

新生児等の聴覚障害を早期に発見し、適切な治療や支援

を行うことにより、音声言語発達等への影響を最小限に抑え

られることから、そのスクリーニング検査に必要な費用の一部

を、平成30年10月から助成します。 

8,859  

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・子育て支援事業計画推進事業 
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。また、「次

期相模原市子ども・子育て支援事業計画」の策定に係るニー

ズ把握を行うための調査を実施します。 

12,957  

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基づき、保育需要に応じた

認可保育所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するととも

に、幼稚園における２歳児受入れのための施設改修や、１１

時間以上開所の支援を図るなど、新たな取組により受入れを

促進します。 

966,404 
少子

化 

3  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、病児・病後児保育） 

629,291  

4  
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。 

28,740 
少子

化 

5  
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。 

250,512 
少子

化 

6  
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。 

23,951 
少子

化 

7  
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。 

39,507 
少子

化 

8  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。 

12,978  

9  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。 

1,647  
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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 

10  児童相談所機能強化事業 児童相談所 

子ども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、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します。 

1,603  

11 新 ブックスタート・セカンドブック事業 こども家庭課 

親子の愛着形成の促進、家庭環境に左右されない子ども

の健やかな成長及び子どもの読書活動の推進を目的に４か

月健診時の乳児と保護者への絵本の読み聞かせ時に絵本

を配布する。また、2歳 6か月児に図書館等で絵本を配布し

ます。 

4,501  

12  ファミリー・サポート・センター事業 こども家庭課 

安心とゆとりを持って子育てができるように、子どもを持つ

家庭を地域で支援することを目的として、育児の援助を受け

たい人と援助を行いたい人を会員として組織化し、育児の相

互援助活動を支援すると共に、ひとり親家庭については、謝

礼の半額を免除します。 

20,096  

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、「子どもの居場所創設サポート事業」を実施し、子ど

も食堂や無料学習塾など地域で子どもの支援に取り組む団

体が活動しやすい環境づくりを進めます。 

5,175  

2 新 ひとり親家庭等自立支援、生活向上事業 こども家庭課 

経済的に厳しい状況におかれた、ひとり親家庭等の就

業支援や生活支援を総合的に行うため、養育費の確保に

向けた法律相談、子どもへの学習支援、個々の家庭の実

情に寄り添った訪問相談を実施します。 

27,668  

3  子ども・若者未来基金積立金 
こども・若者政策

課 

市民・企業等から寄せられた寄附金等を基金へ積み立

て、子どもの貧困対策やひとり親家庭の支援、学力保障

などの取組に活用します。 

270,270  

4  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。 

35,770 
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支援するとともに、「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。 

91,398 
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。 

21,377 
少子

化 

3  地域児童精神科医療寄附講座開設事業 こども家庭課 

児童精神科医療の充実を目的として、将来の児童精神科

医師の確保、育成を図るため、寄附講座として「地域児童精

神科医療学」を実施します。 

25,000  

 


