
（仮称）久喜市子ども・子育て支援事業計画に掲載する子ども・子育て支援事業（案）について

資料２



『（仮称）久喜市子ども・子育て支援事業計画』に掲載する子ども・子育て支援事業（案）一覧

番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課

1 子ども議会 継続

2 継続 人権推進課

3 継続 人権推進課

4 現時点で実施に至っていません。 継続 人権推進課

今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

将来を担う子どもたちが模擬議会方式の体験をし、
市行政及び議会への理解を深め、併せて学校生活
における生徒（児童）会活動に活かしてもらうととも
に、子どもたちの夢のある幅広い意見・要望などを
市政に反映させるため子ども議会を開催していま
す。

　平成26年度は8月22日の開催に向け
て準備中。

　女性議会との関係か
ら、隔年で実施のため
平成27年度は行わな
い。

シティプロ
モーション
課

人権相談・女性相
談及び女性の悩み
相談事業

日常生活におけるさまざまな悩みごとや困りご
とについて相談しやすい環境整備を進めていま
す。 

人権相談・女性相談
・久喜地区　毎月10日　13時15分～16時15分
・菖蒲地区　毎月第3水曜日　13時～15時
・栗橋地区　毎月第3木曜日　13時30分～15時
30分
・鷲宮地区　毎月第4月曜日　10時～12時
女性の悩み(カウンセリング)相談
原則毎月第1・3金曜日　13時～17時
特設相談　11月16日(日)、11月30日(日)　10
時～15時
平成25年度相談件数
人権相談・女性相談
・久喜地区　７４件
・菖蒲地区　７件
・栗橋地区　２１件
・鷲宮地区　１５件
女性の悩み（カウンセリング）相談　８３件
　
うち子どもに関する相談は主訴・背景合わせ
て６件

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ※
に関する啓発活動

妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について
男女の相互の意思が尊重され、生涯にわたり男女
が健康な生活を営むことができるよう、啓発活動を
行っています。

平成25年6月29日（土曜日）に開催し
た「第10回男(ひと)と女(ひと)のつど
い」記念講演にて、リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツの内容を含む講演
会を実施しました。
また、他機関で実施している啓発事業
等について随時情報提供しています。

今後も積極的に啓発活
動を推進します。

青少年の性に関
する情報提供

青少年の性に関する情報を提供しています。 早期の実施を目指しま
す。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

5 継続 人権推進課

6 継続 人権推進課

7 継続 人権推進課

8 継続 人権推進課

9 継続 人権推進課

10 継続 人権推進課

男女共同参画講
座

男女平等意識や男女共同参画意識を育むような
各種講座・講演会を開催しています。

平成25年度実施状況
・男(ひと)と女(ひと)のつどい記念講
演　135名参加
・女(ひと)と男(ひと)の共生セミナー
委託事業により、市内3団体が講演
会・講座を実施　合計111名参加
・野久喜集会所出前講座　15名参加
・市民大学講座　19名参加
・高齢者大学講座　84名参加
・事業者セミナー　24名参加

今後も積極的に啓発活
動を推進します。

男性に対する啓発
の推進

男性が参加しやすいテーマや時間帯に配慮した講
座の開催や男性向け啓発パンフレットの作成などの
取り組みを進めます。

女(ひと)と男(ひと)の共生セミナー委
託事業の1つとして、父親の子育て参
画を促す内容の講座を開催しました。

今後も積極的に啓発活
動を推進します。

情報紙発行事業
男女共同参画に関する情報提供を行うため、情報紙
を発行しています。

ボランティアが編集した男女共同参画
情報紙「そよかぜ」第4号を平成26年3
月15日に60,000部発行し、市内全戸配
布しました。

今後も毎年発行し、周
知に努めます。

啓発冊子発行事
業 男女共同参画に関する情報提供の一環として、啓発

冊子を発行しています。
男女共同参画ミニ白書の作成を予定し
ています。

白書作成のためのデー
タ収集及び分析を行い
ます。

育児休業及び介護
休暇制度等の普
及と活用促進

　仕事と子育ての両立を支援するため、育児休業制
度及び介護休暇等の周知と普及を行っています。

市内事業所の代表者等を対象として、
平成26年2月5日(金)に、「職場におけ
る男女共同参画～ポジティブアクショ
ンと両立支援　誰もが能力を発揮でき
る環境づくり～」と題した事業者セミ
ナーを開催しました。

今後も積極的に啓発活
動を推進します。

事業所を対象とし
た男女共同参画ア
ンケート

事業所での女性の能力活用や仕事と家庭の両立支
援に関するアンケートを実施しています。

契約検査課の協力を得てアンケートを
実施済みです。

収集したデータの分析
を進めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

11 継続 人権推進課

12 継続 人権推進課

13 継続 人権推進課

14 継続 人権推進課

女性の再就職支
援事業

再就職を希望する女性を支援するため、講座開催や
With Youさいたま等で開催される講座等について、
市のホームページによる周知や市内公共施設にチ
ラシを配架するなどして周知を図り、再就職支援事
業を行っています。

他機関で実施されている講座などにつ
いて周知を図っていますが、市独自の
講座開催はありません。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

女性の起業支援
事業

女性の起業を支援するため、新しい就労形態に関す
る情報提供を行うなど、起業支援事業を行っていま
す。

他機関で実施されている講座などにつ
いて周知を図っていますが、市独自の
講座開催はありません。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

男女共同参画人
材リスト

市の審議会等への女性委員の登用促進と、市民や
団体の方に能力・技術の提供を図るため、男女共同
参画人材リストを作成しています。

平成26年4月末時点で、42人が登録し
ています。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

人権尊重関連事
業

お互いの人格を尊重し、平和で暮らしやすい郷土の
建設を目指して、小・中学生による人権作文の発表
やアトラクション等を開催しています。

平成25年度各地区人権のつどい開催日
・久喜地区「平和と人権のつどい」 9月13日
（土）
・菖蒲地区「人権のつどい・少年の主張大会
」11月30日（土）
・鷲宮地区「人権のつどい」12月14日（土）
・栗橋地区「人権フェスタINくりはし」 3月1
日（土）

平成２５年度参加状況
・久喜地区「平和と人権のつどい」 1,601名
参加
・菖蒲地区「人権のつどい・少年の主張大会
」1,086名参加
・鷲宮地区「人権のつどい」560名参加
・栗橋地区「人権フェスタINくりはし」550名
参加

様々な場で事業の周知
を図り、参加の促進に
努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

15 継続 人権推進課

16 継続

17 継続 生活安全課

18 継続 栗橋市民課

19 継続 生活安全課

20 継続 生活安全課

子どもの視点や男
女共同参画の視
点に立った公共施
設の整備

子育て家庭の社会活動を支援するため、市が設置し
又は管理する公共施設等を、子どもや男女共同参
画の視点から整備・充実を図っています。

今後も積極的に働きか
けます。

公共施設にオムツ交換や授乳ができる
「赤ちゃんの駅」を設置し、子育て家
庭が利用しやすい公共施設の整備・充
実を図っています。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

交通安全思想の
普及

　幼児及び児童に対する交通安全教育を通し、交通
安全の決まりを理解させ、進んで決まりを守り、安全
に行動できる習慣や態度を身につけさせるため、幼
稚園、保育所、学校との連携、協力を図りながら、未
来の交通社会人の育成に努めています。

　各校で実施している交通安全教室へ
交通指導員を派遣するなど、交通安全
思想の普及に努めている。

交通安全思想の普及を
推進します。

交通安全教室の
実施（小中学校）

児童生徒に対する交通安全教室を実施し、交通安
全への理解を深めていただきます。実施にあたって
は、警察、交通安全協会、小中学校と連携、協力し
実施しています。

栗橋地区全小中学校で交通安全教室を
実施しています。また、全小学校にお
いて、自転車安全利用教室を実施して
います。

毎年度、近々に発生し
た事故等の事例を交え
ながら、継続して実施
していきます。

道路交通環境の
整備

　子どもや子ども連れの方の安全を確保し、快適な
道路空間を創出するため、カーブミラーや道路照明
灯等の交通安全施設の整備及び維持管理の充実に
努めています。また、交通事故防止のため、放置自
転車対策を推進しています。

　カーブミラー、道路照明灯など交通
安全施設の整備を行っている。また、
駐輪場の整備、自転車放置禁止区域の
設定など放置自転車対策に努めてい
る。

道路交通環境の整備を
推進します。

被害者救済対策
の充実

　交通事故被害者の経済的な負担を軽減するため、
交通災害共済への加入を促進するとともに、交通事
故に関する様々な問題に対応するため、交通事故
相談業務の充実や活用促進に努めています。

　埼玉県市町村総合事務組合が運営し
ている市町村交通災害共済への加入を
促進を行っている。

被害者救済対策の充実
に努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

21 新規 生活安全課

22 継続 生活安全課

23 継続 栗橋市民課

24 継続 生活安全課

25 継続 生活安全課

26 継続 生活安全課

27 継続 生活安全課

28 継続 生活安全課

公共交通の運賃
割引制度の設定

　市が運行している久喜市市内循環バス及び久喜
市デマンド交通を利用するにあたり、保護者1人に対
し小学生未満の方１人及び１歳未満の小児につい
て、運賃を無料としている。

　左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き、公共交通の
運賃割引を行います。

「こどもレディース
１１０番の家」設置

地域ぐるみで子どもや女性の安全を確保するため、
緊急に避難できる家「こどもレディース110番の家」を
区長、学校長等の推薦により、設置しています。

　左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き、設置数の増
加に努めます。

子どもや女性の安全を確保するため、通学時等に体
調が悪くなったり不審者に追いかけられたりした場合
に助けを求められる「こどもレディース１１０番の家」
を設置しています。

平成２５年度末で２１２件設置されて
います。

設置は随時受け付けて
おり、今後において
も、区長会議等を通じ
て地域で引受けていた
だける方を募集してい
きます。

青少年育成久喜
市民会議の支援・
育成

　広く市民の総意を結集し、次代を担う青少年の健
全な育成を推進することを目的に、各青少年関係団
体、青少年の育成指導者によって組織された、青少
年育成久喜市民会議の活動を支援しています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き青少年育成団
体を支援します。

青少年の集い　サ
マーキャンプの支
援

　野外活動を通して、集団活動をする中でお互いの
理解を得、仲間づくりを図ることを目的とした活動を
支援しています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き活動を支援し
ます

久喜市青少年相
談員協議会の支
援・育成

　子どもとふれあいながら、青少年の健全育成活動
を行う、青少年相談員の活動を支援しています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き活動を支援し
ます

埼玉県青少年健
全育成条例普及
啓発活動

　青少年育成推進員による書店やコンビニエンスス
トア、カラオケボックス等に対する、非行防止パト
ロール活動を支援しています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き活動を支援し
ます

久喜市社会を明る
くする運動

　犯罪のない明るい社会を築くため設置された久喜
市社会を明るくする運動実施委員会の活動を支援し
て、運動の促進に努めています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き活動を支援し
ます



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

29 継続 生活安全課

30 こども自然観察会 継続 環境課

31 継続 商工観光課

32 継続

33 家庭児童相談室 継続

34 継続

久喜市青少年団
体連絡協議会の
支援・育成

青少年を健全育成する団体間の連絡・提携を促進
することによって、より効果的な青少年健全育成を図
るため、久喜市青少年団体連絡協議会の活動を支
援しています。

左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き活動を支援し
ます

次世代を担う児童を対象として、広く人と自然との共
生と自然の大切さを学習するため、専門家を講師
に、観察会を実施しています。

毎年、夏休みこども自然観察会等を開
催し、身近な自然に触れる活動を行っ
ています。

自然環境への関心と理
解を深めるため、継続
実施します。

就業相談の活用
促進

内職相談及び久喜市ふるさとハローワークの積極的
な活用を促進し、就業機会の確保に努めています。

内職相談において、募集事業所数を拡
大し、希望者に対応していくことが求
められる。
また、ふるさとハローワークと連携
し、利用者の利便性の向上を図る。

内職募集事業所への周
知及びふるさとハロー
ワークとの連携を引き
続き行う。

子育て総合支援窓
口

　子育て支援課を子育てに関する総合支援窓口と
し、子育てに関する情報の提供や、保護者が適切に
子育て支援サービスを利用するための助言、各種支
援サービスの案内を行います。

市内の子育て支援センターや児童館等
の行事予定表、各種手当等のパンフ
レットを窓口に配架し、各種支援サー
ビスの案内を行っています。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

　少子化、核家族化等の進行により、家庭における
児童養育機能の低下や種々複雑な問題が発生して
いることに対応し、人間関係の健全化及び児童養育
の適正化等に向けて、市民の相談に応じ、必要な指
導を行っています。

H25年度の延べ相談件数　1,555件

相談や指導を行うにあ
たり、関係機関と連携
し、継続して事業の推
進に努めます。

子育て支援
課

3歳児特別相談

　3歳児健康診査の結果、何らかの問題のある児童
とその保護者に対し、障がい等の早期発見、早期療
育を目的としてスタッフによる個別相談を行います。
相談終了後、ケースカンファレンスを実施し、今後の
ケースの対応について検討しています。
　スタッフ：家庭児童相談員、児童ケースワーカー、
保健師、臨床心理士

H25年度実績
実施回数　　　　　6回
延べ参加児童数　　30人

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

35 継続

36 継続 保育課

37 継続

38 拡大

39 つどいの広場事業 継続

子育て支援施設で
の子育て相談

地域子育て支援センター、つどいの広場、保育所、
児童館、児童センターで、子育てに関する相談を
行っています。

相談件数
久喜支援センター　26件
栗橋支援センター　35件
鷲宮支援センター　93件
つどいの広場　　　 0件
鷲宮児童館　　　　 0件
児童センター　　   0件

相談を行うにあたり、
関係機関と連携し、継
続して事業の推進に努
めます。

子育て支援
課

地域子育て支援センター、つどいの広場、保育所、
児童館、児童センターで、子育てに関する相談を
行っています。

平成２５年度実績
公立保育園全園で57件受付
私立保育園においても随時受付中

　関係する機関と連携
を図り、継続して事業
の推進に努めます。

子育て支援のネッ
トワークづくり

　きめ細やかな子育て支援サービス・保育サービス
の効果的・効率的な提供とサービスの質の向上をめ
ざし、行政の関係部署はもとより、子育て支援を行う
地域活動団体、民間事業者なども含めた地域にお
ける子育て支援のネットワークづくりを進めます。

関係部署及び地域活動団体により、子
育て支援ネットワーク会議を開催しま
した。

平成25年度…年1回開催

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

地域子育て支援セ
ンター事業

　子育て中の親子が気軽に立ち寄り、子どもたちが
安全に楽しく遊びながら健全に成長できる場を提供
するとともに、親同士が地域の中で子育ての仲間づ
くりができるよう支援しています。

・市内14か所で実施しています。
公設　 3か所（久喜・栗橋・鷲宮）
民設　10か所（民間保育所10園・NPO
法人1箇所）

支援センターの利用の
一層の促進を図るた
め、事業の充実及び施
設の整備に努めます。
また、公設支援セン
ターの平日以外の開所
についても、関係機関
との調整に努めます。

子育て支援
課

　主に乳幼児を抱える子育て中の親が気軽に集い、
うちとけた雰囲気の中で語り合うことで、精神的な安
心感をもたらし、子育ての仲間づくりができるよう支
援しています。

開設日数　189日
利用者数　延べ　2,796人
（１日平均　14.8人）

事業の推進に努めると
ともに、必要とする
ニーズに対応できるよ
う関係機関の協力を得
て、支援の充実を図り
ます。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

40 拡大

41 拡大

42 継続

43 継続

44 現在のところ実施予定はありません。 継続

45 継続

児童館・児童セン
ター活動事業

　遊びを通して児童の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的に、創作事業や伝承遊び事業などの
活動の展開をしています。

開館日数　267日
利用者数　20,159人
（1日平均　75.5人）

児童館・児童センター
の利用の一層の促進を
図るため、新規事業の
実施など、活動の充実
を図ります。

子育て支援
課（児童セ
ンター）

　遊びを通して児童の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的に、リズム運動・創作事業等、年齢に
応じた活動の展開をしています。

開館日数　278日
利用者数　7,562人
（1日平均　28.6人）

児童館・児童センター
の利用の一層の促進を
図るため、新規事業の
実施など、活動の充実
を図ります。

子育て支援
課（鷲宮児
童館）

遊びを通して児童の健康を増進し、情操を豊かにす
ることを目的に、運動・遊びや製作など、年齢に応じ
た活動の展開をしています。

地域の小学校などの関係機関と連携を
取りながら事業を実施しています。

児童館・児童センター
の利用の一層の促進を
図るため、事業内容の
充実に努めます。

しょうぶ会
館

移動児童館の実
施

　児童館の持つ機能を地域に広め、地域と共に様々
な遊びを通じて児童の健全育成を図っていくため、
遊びを持って地域に出向く移動児童館を実施してい
ます。

H25年度の実施状況
・実施回数　　　 8回
・延参加人数　  529人

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課（鷲宮児
童館）

児童館・児童セン
ターの整備・充実

　児童の遊び場の確保と健康増進に向けて、新たな
児童館・児童センターの整備・充実に努めます。

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課

ファミリー・サポー
ト・センター事業

育児の援助を行いたい人と、育児の援助を受けたい
人が会員として登録し、子育てに関する有償の相互
援助活動を行い、仕事と育児の両立支援を図ってい
ます。

現在、４地区にセンターを設けて事業
を行っているが、各地区ごとの会員登
録数及び活動件数に偏りがあるため、
会員確保策や支援体制の見直しが課題
となっている。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めるとと
もに、会員相互の資質
向上及び市内各地との
連絡調整を図り、事業
の充実に努めます。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

46 拡大

47 継続

48 拡大

49 育児教室 継続

50 幼児教室 継続

子育て支援ホーム
ヘルパー派遣事業

　出産直後（退院後3か月以内）の母親のいる家庭
で、家族等から家事援助が受けられない家庭に対
し、ホームヘルパーを派遣しています。

H25年度の実施状況
・派遣件数　　　　 9件
・延日数　 　　　　89日
・延派遣時間　 155時間

制度の周知に努め、利
用の促進を図るととも
に、ニーズに対応した
制度の拡大について検
討します。

子育て支援
課

子どものショートス
テイ事業

　保護者の疾病、出産、仕事、育児疲れなどにより
家庭における乳幼児の養育が一時的に困難となっ
た場合に、当該乳幼児を児童福祉施設等において
短期間（原則7日以内）預かります。

H25年度の実績は0件。
　ショートステイに関する相談はある
が、最終的に保護者からの辞退や、契
約施設の受け入れ不可により、利用に
至っていない。

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

子育て支援情報紙
の発行

　市の子育て支援情報をまとめた情報紙を作成し、
子育て家庭への情報提供を行っています。

『子育てガイドブック』により、子育
てに関するさまざまな情報を市民の方
に提供しています。

継続して事業の推進に
努めると共に、内容の
一層の充実を図りま
す。また、新たな情報
紙の発行について検討
します。

子育て支援
課

　0歳児、1歳児の母親を対象に、保健師、看護師、
栄養士などがより良い育児の方法を支援する教室を
開催しています。

H25年度の実施状況
０歳児育児教室
・実施回数　　　  10回
・延参加人数　  234人
1歳児育児教室
・実施回数　　　　10回
・延参加人数　　168人
前期・後期それぞれ5回コースで実施
している。　　　　

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課（児童セ
ンター）

　2歳児･3歳児を対象に､友達と楽しく遊んだり、歌や
お遊戯を通して集団になれるように支援する教室を
開催しています。

H25年度の実施状況
2歳児幼児教室
・実施回数　　　  13回
・延参加人数　 　260人
前期・後期7回コースで実施してい
る。
3歳児幼児教室
・実施回数　　　　7回
・延参加人数　　137人
前期7回コースで実施している。　　
　　

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課（児童セ
ンター）



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

51 継続

52 助産の実施 継続

53 継続

54 継続

55 継続

56 継続

　　
ママのおしゃべり
サロン

　お母さん同士が集まり、子育てという共通の話題の
中で、育児の不安や悩み、喜び等を気軽におしゃべ
りをすることができるなどの、情報交換の場を提供し
ています。

H25年度の実施状況
・延参加人数　   135人

月１回（7、8月を除く）実施してい
る。

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課（児童セ
ンター）

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由に
より、入院助産を受けられない妊産婦を対象に、助
産施設において助産を実施します。

H25年度は１件の助産を実施。 継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課

児童手当給付事
業

　家庭における生活の安定に寄与するとともに、次
代の社会を担う児童の健全な育成を図るため、15歳
到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育し
ている方に手当を支給しています。

平成25年度末実績（H26.3.31現在）
支給対象者　10,893人
支給金額　2,308,050,000円（戻入分
除く）

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

児童扶養手当給
付事業

　離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の児
童等の心身の健やかな成長を図るため手当を支給
しています。

平成25年度末実績（H26.3.31現在）
支給対象者　1,001人
支給金額　466,107,460円（戻入分除
く）

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

子ども医療費支給
事業

　子ども（通院・入院ともに中学校卒業まで）が病気
などにより医療機関で保険診療を受けた場合、その
医療費の一部を支給することにより、保護者の経済
的負担の軽減を図っています。（平成25年4月診療
より、通院の対象年齢を中学校卒業まで拡大し
ました。）

市内医療機関（接骨院、整骨院は除
く）は現物給付、その他の医療機関は
償還払いで助成しています。

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

ひとり親家庭等医
療費支給事業

　18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭等に
対し、医療機関で保険診療を受けた場合、その医療
費の一部を支給することにより、保護者の経済的負
担の軽減を図っています。

平成25年度末実績（H26.3.31現在）
受給世帯数　 　　 　1,021世帯
受給者数　　　　　　  2,603人
支給件数         　　10,596件
支給総額　　　 　29,110,920円
うち食事療養費  　　323,890円

現在は申請書提出による償還払いのみ
行っています。

窓口払いの廃止（現物
給付）について、検討
を行います。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

57 継続

58 母子相談 継続

59 継続

60 継続

61 継続

62 ひよこ教室 継続

すくすく出産祝金
支給事業

　市内に引き続き1年以上住民登録があり、第3子以降
を出産した女性（市税、保険料、徴収金等に滞納のある
世帯及び生活保護受給世帯は除きます）に対して出産祝
金を支給します。
　第3子　 　　　50,000円
　第4子　　　　100,000円
　第5子以降　250,000円

平成２５年度年度の支給状況は、
第３子　 　4,950,000円( 50,000円×99件)
第４子　   2,400,000円(100,000円×24件)
第５子以降 1,500,000円(250,000円×6件)
合計　     8,850,000円(129件）

 平成26年度は、5月15日現在で２１件の申請
を受けています。

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課

　母子に関する相談に応じ、助言指導や関係機関の
紹介などを行っています。

H25年11月11日に、ひとり親家庭の父
母に配布している説明資料「新しい生
活のために」を改訂。

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

母子生活支援施
設入所事業

 配偶者のいない女子等が監護する児童の福祉に欠
ける場合、当該保護者及び児童を母子生活支援施
設において保護し、自立を支援しています。

H25年度の実績は０件。 
継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

ひとり親家庭自立
支援教育訓練給
付金の支給

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労に結びつ
きやすい知識・技能を身に付けるため、雇用保険法
で定める教育訓練等を受講し、修了した場合に受講
費用の一部を支給し、主体的な能力開発を支援して
います。

平成25年度実績
支給件数　4件
支給金額　102,389円

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

ひとり親家庭高等
技能訓練促進費
等の支給

 母子家庭の母又は父子家庭の父が、看護師や介護
福祉士などの資格を取得するために2年以上養成機
関で修業する場合に、高等技能訓練促進費等を支
給して修業を容易にし、ひとり親家庭の自立を支援
しています。

平成25年度実績
高等技能訓練促進費
支給件数　16件
支給金額　20,288,500円
修了一時金
支給件数　6件
支給金額　300,000円

制度の周知を図り、利
用の促進を図ります。

子育て支援
課

 障がいや発達に遅れのある幼児に対し、遊びを通し
て情緒の発達を促しています。

H25年度の実施状況
・実施回数　　　  21回
・実人数　　　　 　16人
・延参加人数　  138人

月２回（４月、３月は１回）実施して
いる。　　　　

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

63 ことばのグループ 継続

64 継続

65 おもちゃ図書館 継続

66 継続

67 継続

68 継続

69 継続

 ことばの遅れのある幼児とその保護者に対し、言語
聴覚士の助言・指導を行っています。

H25年度の実施状況
・実施回数　　　 10回
・実人数　　　　　  7人
・延参加人数　   55人

毎月１回（５月～）実施している。　
　　　　　　　　　　　　　　　　

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

ことばのグループ
保護者指導

　ことばの遅れのある児童の保護者に対し、言語聴
覚士の助言・指導を行っています。

H25年度の実施状況
・実施回数　　　   6回
・実人数　　　　 　14人
・延参加人数　 　　47人

隔月（原則偶数月）に実施している。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

　障害や発達に遅れのある児童に遊び場を提供し、
おもちゃを通してそれぞれの児童が持っている機能
の発達を促しています。

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課

久喜市要保護児
童対策地域協議
会

 児童虐待などによる要保護児童等の適切な保護を
図るため、関係する機関・団体により要保護児童対
策地域協議会を設置し、情報の交換や支援の内容
に関する協議を行っています。

H25年度の実施状況
・代表者会議　   1回/年
・実務者会議　　 4回/年
・個別検討会議　41回/年

※個別検討会議は随時開催　　　

関係機関の協力を得な
がら、継続して開催
し、支援の充実を図り
ます。

子育て支援
課

要保護児童等の
相談支援

虐待の被害を受けた子どもの早期発見と早期対応
を行うとともに、虐待予防の視点をもって乳幼児や保
護者の相談支援を行います。

H25年度の新規取扱い件数

・要対協事例　４１件
・虐待を含む相談件数　10件

関係機関の協力を得な
がら、継続して開催
し、虐待の早期発見と
予防および支援の充実
を図ります。

子育て支援
課

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談体制の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター

児童虐待防止等
の啓発

 児童虐待の防止及び早期発見を図るため、児童虐
待問題及び通告制度について、広報への掲載や
リーフレットの配布等により啓発に努めています。

強化月間におけるポスターの配布・
リーフレットの配布・懸垂幕の掲出・
広報を利用しての周知等を実施してい
る。　　　　　　　　　　　

現在の活動に加え、市
民の参加する行事や集
会等の会場にて、より
多くの人に関心を持っ
ていただけるよう、啓
発運動を実施します。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

70 継続

71 継続

72 継続

73 お父さんといっしょ 継続

74 継続

75 継続

76 継続

77 継続

女性及び児童保護
相談

　女性や児童の保護に関する相談に応じ、関係機関
と連携して適切な保護を行っています。

H25年度の新規取扱い件数　　　16件
　　　　　　　　

継続して事業の推進に
努めるとともに、緊急
性に対応できるよう関
係機関の協力体制を強
化し、支援の充実を図
ります。

子育て支援
課

養育支援訪問事
業

　乳児家庭全戸訪問事業等により養育支援が特に
必要であると判断した家庭を訪問し、養育が適切に
行われるよう、養育に関する相談、指導、助言等の
支援を行います。

平成26年度開始事業
要綱を整備し、社会福祉協議会に一部
業務の委託をして、事業を開始しまし
た。

必要とするニーズに対
応できるよう関係機関
の協力を得て、支援の
充実を図ります。

平成26年度事
業開始

子育て支援
課

里親制度の普及・
啓発

　家庭環境にめぐまれない児童を養育する里親制度
の普及・啓発に努めています。

　市ホームページにて制度の周知し、
県主催の里親入門講座を広報紙で周知
しました。(6月、8月、11月)
　県主催の里親普及促進フォーラムを
広報紙で周知しました。（2月）

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

　リズム遊びなどを通して、お父さんが子どもとのふ
れあいを楽しみ、子育てに関心を持ち参加できるよう
実施しています。

H25年度の実施状況
・延参加人数　   54人

年3回実施している。　　　　　　　
　　　　　　　　　　

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課

「仕事と生活の調
和」の啓発

　企業や市民に対して、「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）」の啓発に努めています。

市ホームページ上にて啓発に努めてい
ます。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

パパ・ママ応援
ショップ事業

　中学生まで子ども又は妊娠中の方のいる家庭を対
象に、協賛店舗等で商品割引などの優待が受けら
れる、パパ・ママ応援ショップカードを配布していま
す。

平成26年3月末現在、市内では502店舗
等が協賛しています。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

「赤ちゃんの駅」設
置

　市内の公共施設や事業所に、オムツ交換や授乳を
できる場所を設けて、地域ぐるみで子育てを応援し
ています。

市内の公共施設や民間事業所に、オム
ツ交換や授乳ができる場所を設ける
「赤ちゃんの駅」整備の普及・啓発に
取り組みました。

継続して事業の推進に
努めます。

子育て支援
課

子育てサポーター
育成事業

　地域における子育て支援活動の充実を図るため、
子育てサポーター養成講座を実施しています。

鷲宮地域子育て支援センターの運営事
業に委託したため事業終了

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

78 継続

79 継続

80 新規

81 新規

82 新規

自立支援医療（育
成医療）支給事業

身体に障がいのある児童や病気を放置すれば障が
いが残ると認められる児童に対して、手術等により
確実な効果が期待できる治療にかかる医療の給付
を行う事業です。

県、政令指定都市、中核市で行ってい
た事業で、平成25年度から権限委譲に
より市で行っている事業です。

関係機関との連携を円
滑にし、事業の充実を
図ります。

子育て支援
課

未熟児養育医療
支給事業

未熟児に対して、指定された養育医療機関での養育
に必要な医療の給付を行う事業です。

県、政令指定都市、中核市で行ってい
た事業で、平成25年度から権限委譲に
より市で行っている事業です。

関係機関との連携を円
滑にし、事業の充実を
図ります。

子育て支援
課

子育て支援関連情
報の発信

子育て中の保護者に対して子育て支援関連情報の
積極的な発信に努めます。

子育てに関わる情報を定期的に収集す
る必要がある。

子育て支援関連情報の
発信の推進に努めます
。また、子育て中の保
護者にとって必要な内
容の情報発信、及び有
効な情報発信の手段に
ついて検討します。

新たな情報発信の
手段等について検
討し関係機関と協
議（H27年度中）

新たな取り組み開
始（H28.4～）

子育て支援
課

イベント会場にお
ける子育て支援設
備等の整備

市等が実施する各種イベント会場へ子ども連れの家
族が必要とする設備等を設置、充実させることで、来
場した子育て家庭の負担を軽減します。

必要な資材等の購入等に係る予算措置
等が必要。また、イベント主催者との
協議が必要

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度）

事業実施（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

公共施設における
子育て支援設備等
の整備

公共施設に子供連れの家族が必要とする設備等を
設置、充実させることで、子育て家庭の外出時の負
担軽を図るとともに、安全で快適な公共施設の環境
整備に努めます。

必要な資材等の購入等に係る予算措置
等が必要。また、施設管理者との協議
が必要

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度) 

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

83 新規

84 新規

85 新規

86 継続 保育課

87 一時預かり事業 継続 保育課

地域子育て応援事
業

経験や知識を持った高齢者（地域）の方々に、
子育ての担い手として活躍していただけるよう
、子育てに関する講演会や多世代ふれあい交流
事業を行い地域の子育てに反映する。

・市民大学等の講座に子育てに関する
内容を行うなど子育てに関する講演会
を実施するため、関係所属所等との協
議が必要
・保育所、子育て支援センター等にお
いて、地域の高齢者による日常的サポ
ート活動を通じて、多世代のふれあい
交流事業を行うため、関係所属所等と
の協議が必要
・地域の高齢者サロンや地区コミュニ
ティ協議会等を通じ、多世代のふれあ
い交流活動を展開するため、関係所属
所等との協議が必要　

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度)

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

子育て不安・児童
虐待予防的事業

子育て支援に関わる機関の職員および市民（保護者
）に向けてイライラしない子育ての方法に関する
「CSP講座」を実施し、子育て不安や児童虐待を予防
に努めます。

近年、児童虐待等が増加しており行政
としても対応が必要である。
現在、ＣＳＰトレーナー資格を取得し
ている市職員も少ないので資格取得者
を増やす必要がある。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

関係機関との協議
（～H27年度)

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

児童相談業務の
体制の充実・強化

増加する特別な支援を要する児童や保護者（虐待、
育児放棄、発達の遅れ、その他家庭問題等）などに
対する、児童相談業務の体制の一層の充実と強化
を図ります。

現在、子育て支援係に児童ケースワー
カー2名、家庭児童相談員を配置し対
応しているが、今後も児童、家庭問題
等は増加することが予想される。

関係機関と協議し体制
の充実強化に努めま
す。

関係機関との協議
（～H27年度)

体制の充実強化（H
28.4～〔予定〕）

子育て支援
課

保育所施設整備
事業

　施設の老朽化と多様な保育ニーズに対応するた
め、建替えも視野に入れた施設改修が必要となって
おり、財政状況と今後の保育所運営のあり方も考慮
した新たな保育所整備計画を策定します。

平成２５年度実績
さくら保育園施設改修完了
私立鷲宮桜が丘保育園施設整備事業費
補助

　継続して事業の推進
に努めます。

　保護者の急病や断続的就労、育児疲れ解消のた
め、緊急一時的に家庭で保育ができない児童の保
育を行う事業で、現在市内保育所8か所で実施して
います。

平成25年度実績
市内8施設で実施
利用者数　延4,765人
1日平均19人

　制度の周知を図り、
利用の促進に努めま
す。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

88 休日保育事業 継続 保育課

89

新規 保育課

継続 保育課

90 継続 保育課

91 継続 保育課

92 継続 保育課

　日曜・祝日に保護者の就労等で保育に欠ける児童
を保育所にて保育する事業で、現在市内保育所2か
所で実施しています。

平成25年度実績
市内2施設で実施
利用者数　延193人
1日平均3人

　制度の周知を図り、
利用の促進に努めま
す。

病児・病後児保育
事業

○病児保育
病気の進行期又は回復期にあり、かつ当面症状の
急変が認められない場合、病院に付設された専用ス
ペースで一時的に保育する。

未実施
現在、市の医師会と協議、調整を行っ
ている。

市の医師会と協議、調
整を行い、平成27年4
月の実施を目指す。

平成26年度中
に事業の委託
先を決定
平成27.4の実
施に向けて取
り組む

○病後児保育
病気の回復期にあり、かつ集団生活が困難な時期
に、病院などに付設された専用スペースで一時的に
保育する。

平成25年度実績
公立ひまわり保育園にて実施
利用者数　延2人

事業の推進に努めま
す。

認可保育所の保
育料軽減

　同一世帯から2人以上の未就学児童が同時に保育
所等に入所又は児童デイサービスを利用している場
合、上から2人目の児童は基準額の2分の1の額、3
人目以降は無料としています。

H25.3.1現在
入所児童　1,725人中
2分の１該当　341件
3人目無料　47件　

　継続して事業の推進
に努めます。

放課後児童クラブ
保育料の助成

　留守家庭就学児童の健全な育成を図るため、生活
保護世帯・ひとり親家庭医療費受給世帯・所得税非
課税世帯に保育料の助成をしています。

H25年3月末日現在
入所児童817人中
生保対象　10件
ひとり親医療対象　130件　
非課税世帯　12人

　継続して事業の推進
に努めます。

障がい児保育（保
育所）

　障がいや発達に遅れのある児童を一般の児童とと
もに集団保育することにより、健全な社会性の成長
発達の促進を図っています。

平成25年度実績
公立保育園　6園にて　14人受入
私立保育園　15園にて　7人受入

　継続して事業の推進
に努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

93 継続 保育課

94 継続 保育課

95 継続 保育課

96 延長保育 継続 保育課

97 継続 保育課

98 継続 保育課

市立保育所運営
事業

　就学前の児童を保育するべき保護者が就労・疾病
等により、保育することが困難な場合、保護者にか
わって児童を保育し、子育てをしている家庭を支援し
ています。

公立　5園に377人が入所し、保育を実施し
ました。

　継続して事業の推進
に努めます。

私立保育所委託
事業

　市内にある私立保育所11箇所に対し、保育所の運
営が健全に行われるよう児童数や定員数に応じて
運営費を負担し、保育を委託しています。

市内にある私立保育所15箇所に対
し、1,309人が入所し、運営費を負担し保育を
委託しました。

　継続して事業の推進
に努めます。

管外保育所委託
事業

　保護者の勤務先の都合等で市外の保育所への通
所を希望する場合、希望する市外の保育所へ運営
費を負担し、保育を委託しています。

市外の保育所へ、119人が入所し、運営費
を負担し保育を委託しました。

　継続して事業の推進
に努めます。

　就労形態の多様化や通勤時間の長時間化に伴
い、保育時間の延長を行っています。

公立保育園1園にて実施。
私立保育園15園にて実施。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

市立保育所におけ
る乳児保育事業

　市立保育所では、生後6ヶ月からの乳児保育を1か
所で実施しています。

平成25年度実績
公立　生後6ヶ月から　2か所
私立　生後2ヶ月から　9ヶ所
　　　　生後3ヶ月から　4ヶ所
　　　　生後6ヶ月から　2か所　で実施。

　継続して事業の推進
に努めます。

広域的保育利用
事業

　近隣に入所可能な保育所が見つからない児童に
対し、自宅から遠距離にある保育所でも通所を可能
にするため、保護者にとって利便性の良い駅前等の
場所にあるこども送迎センターを中心に、送迎バス
等により児童の送迎する事業で、現在市内保育所1
か所で実施しています。

JR東鷲宮駅前送迎ステーション　ファ
ミリア　にて実施。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

99 継続 保育課

100 新規 保育課

101 新規 保育課

102 幼児クラブ 継続

103 継続 社会福祉課

104 該当者なし 継続

放課後児童健全
育成事業（放課後
児童クラブ）

　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等
の育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育
成活動を行う放課後児童クラブを設置し児童の健全
育成の向上を図っています。

市内22ヶ所で実施。
運営形態を、公設民営とし、H23年4月
より全クラブが指定管理者を導入。

　継続して事業の推進
に努めます。

寡婦（夫）控除の
みなし適用

　婚姻によらずにひとり親となった方（税法上の寡婦
（夫）控除の対象外の方）に対して、「寡婦（夫）控除
のみなし適用」を実施し、保育料を算定します。

　継続して事業の推進
に努めます。

「駅前保育所」整
備事業

保育所を利用する保護者の通勤手段では、電車で
通勤されている方が増えている状況があり、保育の
需要が高い駅周辺に保育所を整備する。

マンション建設等により、子育て世代
の転入が多く、保育の需要量が高ま
り、保育所の入所待ちが多くなってい
るJR東鷲宮駅周辺で施設整備地を検討
中。

施設整備地及び整備方
針を決定し早期の整備
を図ります。

平成26年度に施
設整備地及び整
備方針の検討を
行い、できるだ
け早期の開所に
向けて取り組
む。

　１歳児・2歳児を対象に､友達と楽しく遊んだり、リズ
ム遊びや歌、製作を通して集団になれるように支援
する教室を開催しています。

H25年度の実施状況
・実施回数　　　 8回
・延参加人数　  90人

継続して事業を推進し
ます。

子育て支援
課（鷲宮児
童館）

民生委員、児童委
員、主任児童委員
活動

民生委員・児童委員、主任児童委員が子育てに関す
る相談、支援等の活動を行っています。

民生委員・児童委員、主任児童委員が
子育て世代からの相談を随時行ってい
ます。

継続して活動の推進に
努めます。

のぞみ園利用者負
担金の助成

久喜市立のぞみ園を利用している保護者に対し、児
童福祉法に基づく利用者負担月額が久喜市保育料
の徴収に関する徴収基準月額を超えた分について
助成をしています。

継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

105 継続

106 継続

107 補装具費の支給 継続

108 継続

109 生活サポート事業 継続

110 継続

111 食育推進計画の推進を図ります。 拡大 健康医療課

介護給付費の支
給

障がい児が居宅介護、行動援護、短期入所のサー
ビスを受けた場合、その要した費用の一部を介護給
付費として支給しています。

利用人数（平成25年度）
居宅介護：5人
行動援護：65人
短期入所：12人
個々のニーズに合ったサービスを提供
するため、計画相談支援の推進を図
る。

継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課

障害児通所給付
費の支給

障がい児が児童発達支援、放課後等デイサービスを
受けた場合、その要した費用の一部を障害児通所
給付費として支給しています。

利用人数（平成25年度）
児童発達支援：68人
放課後等デイサービス：125人
個々のニーズに合ったサービスを提供
するため、障害児相談支援の推進を図
る。

継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課

障がい児が必要とする補装具費の購入又は修理に
要した費用の一部を補装具費として支給していま
す。

本人の身体状況、生活環境、日常生活
状況等を調査するとともに、医療機関
の意見書に基づいて、真に必要な補装
具を適切に支給する。

継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課

地域生活支援事
業

障がい児が必要とする日常生活用具費や移動支援
費、日中一時支援費を支給して、障がい児の地域で
の生活を支援しています。

本人の障がいの状況、生活環境、日常
生活状況等を調査し、個々のニーズに
合ったサービスを提供する。

継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課

障がい児の生活に合わせ、登録された民間のサー
ビス団体が一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出
援護などの介護サービスを行っています。

利用人数（平成25年度） 継続して事業の推進に
努めます。

障がい者福
祉課

のぞみ園運営事業 障がいや発達の遅れのある児童に対し、軽易な機
能回復訓練及び基礎的な生活指導を行っています。

保護者の意見を取り入れたり。隣接す
るすみれ保育園と連携するなど、療育
指導の充実に努めています。

利用人数（平成25年度）
児童発達支援：10人

引き続き、指定管理者
制度を導入して療育指
導の充実に努めます。

障がい者福
祉課

久喜市食育推進
計画の推進

・食育ホームページに掲載する地域活
動についての掲載要領等の検討。
・食育を推進する食育ボランティアの
検討。

「久喜市食育推進計
画」に基づく施策を展
開します。

計画の見直し
(H27,28年度)



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

112 食育推進計画の実施を推進します。 継続 健康医療課

113 継続

114 継続

115 継続

116 継続

117 継続

118 継続

久喜市食育推進
会議の運営

推進会議を開催し、計画の実施に努め
ている。

事業の推進に努めま
す。

出産育児一時金
直接支払制度

久喜市国民健康保険の被保険者が出産する場合、
久喜市国民健康保険が医療機関等に出産育児一時
金を直接支払うことで、出産費にかかる経済的負担
の軽減を図っています。

平成25年度については、出産件数130
件のうち116件が直接支払制度利用の
出産でした。

制度の周知を図り、利
用の促進に努めます。

国民健康保
険課

乳幼児健康相談
事業

就学前の乳幼児を対象に、身体計測、育児相談、栄
養相談を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談体制の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター

乳幼児発達相談
事業

乳幼児健康診査等の結果、経過観察が必要とされ
た乳幼児とその保護者を対象に、発育・発達を促す
ための助言・指導を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談体制の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター

母子愛育会の活
動支援・育成

母子愛育会が地域で活発に活動し、保健事業と連
携を図ることができるようにすると共に、母子愛育活
動に必要な知識や技術の習得ができるよう支援しま
す。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

活動の周知を図り、各
事業を円滑に行えるよ
う支援します。

中央保健セ
ンター

母子健康手帳の
交付

母子の健康管理及び健康の保持増進を図るため、
妊娠の届出をした妊婦に母子健康手帳を交付してい
ます。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センター及び市役所市民課（総合窓
口）にて交付している。

保健指導が必要な妊婦
の把握及び適切な保健
指導に努めます。

中央保健セ
ンター

妊婦健康診査事
業

妊娠中の異常の早期発見及び健康の保持増進を図
るため、妊娠の届出をした妊婦に、妊婦健康診査の
受診券及び助成券を交付しています。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センター及び市役所市民課（総合窓
口）にて交付している。

受診を勧奨し、受診促
進を図ります。

中央保健セ
ンター



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

119 継続

120 継続

121 継続

122 継続

123 継続

124 継続

125 継続

母子訪問指導事
業

妊産婦・新生児・乳幼児及びその保護者、乳幼児健
康診査の未受診者等を対象に訪問し、発育・発達・
育児に関する相談を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

母子の健康の保持増
進、虐待予防、育児支
援体制の充実に努めま
す。

中央保健セ
ンター

ママ・パパ教室事
業

妊娠・出産・育児に必要な知識や技術の普及を図
り、産後も交流できる仲間づくりをすると共に、父親
の育児に対する意識の啓発を図ります。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

事業内容の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター

４か月児健康診査
事業

乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行
い、乳幼児の健全育成に役立てると共に、適切な保
健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

未受診者の把握及び受
診率の向上を図りま
す。結果に応じ、適切
な事後指導に努めま
す。

中央保健セ
ンター

10か月児健康診
査事業

乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行
い、乳幼児の健全育成に役立てると共に、適切な保
健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

未受診者の把握及び受
診率の向上を図りま
す。結果に応じ、適切
な事後指導に努めま
す。

中央保健セ
ンター

1歳6か月児健康
診査事業

乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行
い、乳幼児の健全育成に役立てると共に、適切な保
健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

未受診者の把握及び受
診率の向上を図りま
す。結果に応じ、適切
な事後指導に努めま
す。

中央保健セ
ンター

3歳児健康診査事
業

乳幼児の発育発達の確認及び異常の早期発見を行
い、乳幼児の健全育成に役立てると共に、適切な保
健指導を行い、保護者の不安軽減を図ります。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

未受診者の把握及び受
診率の向上を図りま
す。結果に応じ、適切
な事後指導に努めま
す。

中央保健セ
ンター

むし歯予防教室事
業

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保健センターにて
実施している。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

事業内容の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

126 予防接種 継続

127 　離乳食や育児に関する集団指導を行っています。 拡大

128 継続

129 継続

130 継続 指導課

131 不妊に悩む方を対象に、相談支援を行います。 継続

132 継続

　疾病の発生及びまん延を防止するため、BCG、麻
しん・風しん混合、三種混合､二種混合、日本脳炎、
不活化ポリオ、四種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、子
宮頸がん予防等の個別予防接種を実施しています。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

疾病の発生、まん延を
防止するため引き続き
予防接種を実施すると
ともに、接種率の向上
を図るため接種勧奨に
努めます。

中央保健セ
ンター

離乳食のすすめ方
教室

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

事業内容の充実に努め
ます。

事業の実施形
態等につい
て、26年度中
に見直しを実
施予定

中央保健セ
ンター

食生活改善推進
員（ヘルスメイト）
の活動支援と育成

・「親子クッキング」等の自主事業をはじめ、保健事
業への協力等、食生活改善推進員が実施する食育
等に関する活動の支援をしています。
・「へルスメイト養成講座」への参加を促進し、食生活
改善推進員（ヘルスメイト）の育成を行っています。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

活動の周知を図り、事
業参加者の増加を図る
とともに、会員への研
修や「ヘルスメイト養
成講座」への市民参加
を促し、会の育成に努
めます。

中央保健セ
ンター

思春期保健相談
体制の充実

　学童期・思春期における心の問題について、相談
を行っています。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談支援体制の整備を
図ります。

中央保健セ
ンター

　学童期・思春期における心の問題について、相談
を行っています。

児童生徒の状況や発達の段階に応じて
適切な相談を行っています。

より専門的な教育相談
活動を推進するため
に、医師や臨床心理士
等の専門的な知識を
もった講師を招き研修
を実施します。

不妊に関する相談
支援

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談支援体制の整備に
努めます。

中央保健セ
ンター

1歳6か月児健診
継続相談事業

1歳6か月児健康診査の結果等により、経過観察が
必要とされた幼児及びその保護者を対象に、個別に
助言・指導を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談支援体制の充実に
努めます。

中央保健セ
ンター



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

133 ことばの相談事業 継続

134 親子教室事業 継続

135 継続

136 継続 営繕課

137 継続 都市計画課

138 継続 都市整備課

139 適宜、修繕を実施しています。 継続 道路河川課

乳幼児健康診査の結果等により、言葉について、経
過観察及び指導が必要とされた幼児とその保護者を
対象に、個別に助言・指導を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

相談体制の充実に努め
ます。

中央保健セ
ンター

乳幼児健康診査の結果等により、集団による指導が
必要とされた幼児とその保護者を対象に、遊びを中
心とした集団指導を行います。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

必要に応じて、他の療
育機関や専門機関へ繋
げられるよう、指導体
制の充実に努めます。

中央保健セ
ンター

父子健康手帳の
交付

出産前の早い時期から、父親の子育て参加の促進
を図ることを目的に、母子健康手帳交付者のうち、
初妊婦の配偶者を対象に、「父子健康手帳」を交付
します。

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

手帳の活用を勧め、父
親の子育て促進を図り
ます。

中央保健セ
ンター

公共建築物の整
備

だれもが利用しやすい施設になるよう配慮した設計
を行っています。

施設の整備にあたり多目的トイレ、ス
ロープ、手摺り等の設置に努めてい
る。

継続して事業の推進に
努めます。

快適な住環境の整
備

　道路や公園等が十分整った快適な住環境を整備
するため、地区の特性に応じた地区計画制度や建
築協定等の手法を用いて、住宅地の質的な向上を
図っています。

　地区計画制度等に関する業者からの
問合せに適切に対応しています。

　継続して事業の推進
に努めます。

歩道のバリアフ
リー化の推進

　段差の解消など、歩道のバリアフリー化を推進して
います。また、電線類の地中化等による歩行環境の
改善を図っています。

整備に向け、地元や関係機関と協議し
ている。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

段差の解消など、舗装のバリアフリー化を推進して
います。

引き続き事業の推進に
努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

140 都市整備課

141 継続 都市整備課

142 継続 道路河川課

143 新規 教育総務課

144 継続 学務課

145 継続 学務課

東鷲宮駅周辺整
備事業

 ＪＲ東鷲宮駅の東西をつなぐ連絡地下道をバリアフ
リー化し、併せて同駅駅前広場の整備を図っていき
ます。

整備に向け、関係機関と協議してい
る。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

拡大（Ｊ
Ｒ東鷲宮
駅橋上化
事業）

公園、児童遊園の
整備

　子どもや子ども連れの人たちが安心してくつろげる
憩いの場の提供など、住環境の向上に努めていま
す。

公園遊具の保守点検の実施や、定期的
なパトロールを実施している。

地元との調整を図り、
公園施設等の整備促進
に努めます。

交通安全環境の
整備

快適な道路空間を創出するため、道路照明灯等の
交通安全施設の整備及び維持管理を行っていま
す。

適宜、整備及び維持管理を実施してい
ます。

引き続き事業の推進に
努めます。

小中学校エアコ
ン設置事業

市内の小中学校の全ての教室にエアコンを設置
します。

平成２６年度については、学校課業日
における教室の室温調査、児童・生徒
の学習活動の様子や保健室の利用実態
の把握など、実施に向けた調査を進め
ています。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

平成29年度ま
でに完了予
定。詳細は未
定。

幼稚園就園奨励
費補助事業

公立・私立幼稚園に通園させている保護者に対し
て、入園料及び保育料の軽減負担を図るため、幼稚
園就園奨励費補助金を住民税の課税状況に応じて
交付することにより、幼児の就園を奨励し、幼稚園教
育の振興を図っています。

制度の周知を図りま
す。

小中学校要・準要
保護児童生徒就
学援助事業

経済的理由によって、就学困難と認められる児童及
び生徒の保護者に対して、学用品費・修学旅行費・
校外活動費等の一部を援助しています。

平成２５年度
要 保 護：　　１３０名
準要保護：１，０９５名
被災児童：　　　１１名

制度の周知を図りま
す。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

146

拡大

147

148 預かり保育事業 拡大

149 継続

150 子育て相談 継続

151 保護者の保育参加 新規

幼保一体化の促
進

　現行制度の中で、幼稚園と保育所に通う子どもた
ちを同じ就学前教育を受ける子どもとして捉えなお
し、幼稚園と保育所の一貫した「幼児教育カリキュラ
ム」を作成し、一体的に保育を行っています。

中央幼稚園と中央保育園分園で実施。
中央保育園分園においては25年度から
3歳児の受入れを開始しました。

子ども・子育て新制度
と併せて幼稚園の方向
性を検討していきま
す。

関係各課との
協議（H26年度
中）

学務課
保育課

平成27年4月から施行される「子ど
も・子育て支援新制度」に向け、福祉
部と教育部で、新制度の内容について
共通認識を図るとともに、今後の施設
のあり方等について会議を行った。ま
た、幼保一体化の促進の一環として、
一部中央幼稚園の汁物等の給食の提
供、休園前と同様午前中の活動や行事
等を合同で行った。

　栗橋幼稚園にて、在園児を対象に長期預かり保育
（1ヶ月単位）、短期預かり保育（1日単位）を年間通し
て実施しています。

　栗橋幼稚園においてH18年度より実
施しており、パートで働く母親や兄・
姉の学校行事等で利用しています。今
後の課題として、預かり時間の延長、
中央幼稚園の延長保育から預かり保育
への移行などがあります。

子ども・子育て新制度
と併せて幼稚園の方向
性を検討していきま
す。

関係各課との
協議（H26年度
中）

学務課（幼
稚園）

未就園児園庭開
放事業

　中央幼稚園、栗橋幼稚園において、未就園の3歳
児の親子を対象に、幼稚園の園庭で遊ぶ機会を月1
回設定しています。その際、親子のスキンシップ遊び
の啓発も行っています。

入園前の幼児と保護者の遊びの場を広
げたり、交流をもつ機会を提供してい
ます。中央幼稚園年間参加総数243
名。栗橋幼稚園年間参加総数344名

事業の周知を図り、利
用の促進に努めます。

学務課（幼
稚園）

　中央幼稚園、栗橋幼稚園において、子育ての悩み
や保護者との連携の場として、相談の機会を設けて
います。

園内子育て相談の機会、個人面談、ク
ラス懇談会、降園時を利用した情報交
換などを実施。

保護者の子育ての悩み
を気軽に相談できるよ
うな体制をさらに整え
ていきます。

学務課（幼
稚園）

保護者が幼稚園の保育に参加し、大勢の子どもと関
わることによって楽しさを共有したり、視野を広げる
機会として子育てに役立ててもらいます。

保護者は年間１回以上の保育参加の機
会を利用しています。

保育参加の意義を知ら
せ、家庭の子育てに繋
がるような機会となる
よう進めていきます。

学務課（幼
稚園）



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

152 新規 学務課

153 継続 指導課

154 継続 指導課

155 継続 保育課

156 拡大 指導課

157 継続 指導課

158 継続 指導課

防犯カメラ設置
事業

小中学校の更なる安全・安心な教育環境を構築
するため、２４時間、学校を見守ることができ
る防犯カメラを順次設置します。

各学校の施設が異なるため、現況及び
設置箇所の確認が必要となります。 各小中学校と協議し、

順次、設置します。

現況及び設置箇所
確認（H26）
設計業務委託
（H27）
設置工事（H28）
設置工事（H29）

教育相談事業

・学校の相談室において、教育相談員が児童生徒・
保護者の悩みの相談に応じています。
・適応指導教室において、不登校児童生徒・保護者
へ支援を行っています。
・久喜市教育相談室の面接相談において、学校生活
や性格・行動について等、保護者の子どもたちに関
する様々な相談やことばの発達に関する相談に応じ
ています。

教職員間の連携、相談員との連携、適
応指導教室との連携を通して、いじ
め、不登校、問題行動とうの未然防止
と改善を図るために、一人一人の子ど
もへの支援を充実する必要がありま
す。

各学校の教育相談体制
のさらなる整備と適応
指導教室等関係機関と
の連携を深め、個々の
子どもへの支援の充実
を図ります。

学校・保育所にお
ける食育の推進

　学校や保育所の給食を通して、健康な心身と良い
食生活の形成に努めています。

学校・家庭・地域が連携した食育を推
進するため、予定献立表や給食だより
を小・中学校の全家庭に配布するとと
もに、市のホームページへ掲載してい
ます。

「食」の大切さを学ぶ
ため、各学校におい
て、学校ファームを活
用し、栄養教諭等と連
携した学習指導の工夫
と改善を図ります。

　学校や保育所の給食を通して、健康な心身と良い
食生活の形成に努めています。

子どもの発育、発達に応じて、適切な
栄養摂取に配慮した給食を提供しまし
た。食への興味関心が持てるよう、
クッキング保育など体験活動を実施し
ました。また食物アレルギー児へ配慮
した給食を提供しました。

　継続して事業の推進
に努めます。

親子ですすめるあ
いさつ運動

あいさつを通して親子のふれあいを深め、家庭や地
域との連携を図っています。
・久喜市生徒指導推進委員会との連携
・ＰＴＡ常任委員会との連携

教育の基盤となる家庭教育において、
あいさつを奨励し、あいさつを通して
親子のふれあいや、地域との連携を
図っていくことが必要です。

各学校の生徒指導推進
委員会を中心に各家庭
でのあいさつを奨励し
ていきます。

H26年度中に広
報生徒指導く
きにてあいさ
つ運動につい
て周知しま
す。

乳幼児とのふれあ
い体験の実施

　思春期の児童・生徒に、乳幼児とのふれあい体験
の場を提供します。

思春期の児童・生徒に乳幼児とのふれ
あい体験の場を継続的に提供します。

継続して事業の推進に
努めます。

体験学習
　「埼玉の子ども70万人体験活動」を通して、勤労生
産体験、社会奉仕体験、交流体験等を経験し、豊か
な心がはぐくみます。

児童生徒の豊かな人間性をはぐくむた
め、｢７０万人体験活動」等、発達の
段階に応じた体験活動を計画的に実施
できるよう、指導しています。

｢７０万人体験活動」
の他、各校でも総合的
な学習の時間の充実を
図ります。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

159 継続 指導課

160 拡大 指導課

161 継続 指導課

162 継続 指導課

163 継続 指導課

164 継続 指導課

生徒指導・教育相
談中級研修会

生徒指導・教育相談中級の資格取得に向けた研修
を行っています。

生徒指導・教育相談の理論や技法・態
度を身につけた各学校の推進者を育成
しています。

本研修会の中で、講
義・講演のほか、面接
演習、事例研修等も実
施し、実践力を高める
研修を実施します。

いじめ等調査委員
会

　各学校のいじめ等調査委員会（生徒指導委員会）
を中心に全校的な対応を行っています。

いじめ防止基本方針を各学校で策定し
ました。各学校では生徒指導委員会を
軸として、いじめ等調査委員会を開催
します。

定例の会議で児童・生
徒の状況を把握し、い
じめの未然防止、早期
対応早期解決に努めま
す。

H26.4より実施

障がい児の適正な
就学支援の充実

障がい児の適正な就学支援の充実

・就学支援委員会を設置し、障がいの特性に応じた
適正な就学に係る教育的支援を行っています。
・通級指導教室「ことばの教室」「情緒の教室」を設置
し、通常学級に在籍する児童の障がいに応じた指導
を行っています。

・障がいのある幼児、児童及び生徒の
就学について審議・判断・支援を行っ
ています。
・ことばや情緒に関して支援が必要と
される子どもたちのために専門の教員
が適切な支援を行っています。

継続して事業の推進に
努めます。

学校いきいき支援
事業

　通常学級、特別支援学級に在籍するＬＤ(学習障が
い)やＡＤHＤ(注意欠陥多動障がい)等、発達障がい
等の特別な教育的ニーズに応え、一人一人が生き
生きと学校生活が送れるよう支援しています。

小中学校に教育活動指導員・教育活動
支援員を配置し、児童生徒が生き生き
と学校生活が送れるようきめ細やかな
支援を行っています。

継続して事業の推進に
努めます。

スクールガード事
業（児童の登下校
時の見守り） 

　県から委嘱されたスクールガード・リーダーが、児
童の登下校時の安全確保のために見守りを実施し
ています。

スクールガード養成講習会を行い、市
内各小学校にスクールガードリーダー
を配置し、登下校を見守る活動を行っ
ています。月ごとの活動報告書を基
に、活動の充実を図ります。

継続して事業の推進に
努めます。

幼児教育研究協
議会事業 

　幼児教育の振興を図るため、久喜市幼児教育研究
協議会を設置し、市民の方の幅広い意見を伺いま
す。

年３回の協議会を開催し、幼児期にお
ける家庭の在り方や保育所・幼稚園・
小学校の連携について意見を伺ったも
のをリーフレットにまとめ、啓発を
行っています。

継続的に事業の推進に
努めます。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

165 継続 生涯学習課

166 家庭教育学級 継続 生涯学習課

167 子ども大学くき 継続 生涯学習課

168 継続 生涯学習課

169 公民館事業 継続 中央公民館

放課後子ども教室
推進事業（ゆうゆう
プラザ）

すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小
学校の余裕教室等を活用し、安全・安心な子どもの
活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得
て、子どもたちに勉強やスポ－ツ・文化芸術活動、地
域住民との交流活動等の機会を提供することによ
り、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やか
に育まれる環境づくりを推進しています。

市内１９校実施
サポーター　　のべ２，１９７人
参加児童数　のべ２，３００人

全小学校での開催を目
標とし、未実施校につ
いて開校に向けて調整
する。

各家庭における子育てに関する課題を解決するため
の学習機会を提供する。もって、子育ての悩みや親
子の関わり方等について仲間と共に話し合える機会
を提供する。

市内の幼稚園、保育園、小・中学校の
保護者会、PTA等が行う学級活動に対
し、各種相談、補助金交付実施する。

多くのPTA　保護者会
に参加を頂くため、メ
ニューの紹介や運営協
力を行う。

東京理科大学、久喜青年会議所と連携して、子ども
の知的好奇心を刺激する学びの機会を提供する。

市内の幼稚園、保育園、小・中学校の
保護者会、PTA等が行う学級活動に対
し、各種相談、補助金交付実施する。

東京理科大学久喜キャンパスを会場に
市内小学校４年生以上を対象に４回の
授業を開催している。

引き続き東京理科大
学、久喜青年会議所と
ともに開催予定

スポーツ少年団の
育成

スポーツを通じて、青少年の健全な心身の育成を図
る組織を地域社会の中に育てることを目的とし、そ
れぞれの地域で指導者のもとスポーツ活動が行わ
れています。

市内５６団体
団体指導者５４０人
団体員１，４９１人

スポーツ少年団が発行
する広報等を用いて活
動を広く周知し、団員
を募集する。
　市民まつりやｺﾞﾐｾﾞ
ﾛ・ｸﾘｰﾝ久喜運動等の
地域・奉仕活動も積極
的に取り入れる

　公民館事業を通して子どもたちに各種の学習や体
験の機会を提供するとともに、親子のふれあいや地
域との交流を深めて参ります。

近年、求められている事業のニーズ
は、多様化しており、事業の内容に
よっては、申込者数に差があることか
ら、事業内容の検討が課題である

地域や子ども達に求め
られている事業を検討
し、数多くの親子が参
加できるようして参り
ます。

関係機関との
調整



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

170 ブックスタート事業 継続 中央図書館

171 おやこおはなし会 継続 中央図書館

172 継続 中央図書館

173 えほんの会 継続 中央図書館

各保健センターで実施している4か月児健康診査時
にブックスタートの意義と読み聞かせの大切さを説
明しながら、図書館おすすめの絵本リストと絵本が
入ったブックスタートパックを保護者と赤ちゃんひとり
ひとりに手渡しています。

地域に生まれた赤ちゃん全員に、絵本
を通して、読み聞かせの素晴らしさの
体験と親子のふれあいの時間が提供で
きる事業です。親子のコミュニケー
ションの形成や家庭での読書へとつな
げるために継続して実施していく必要
があります。また、ブックスタートに
参加した親子へのフォローアップとし
て、図書館のおはなし会の充実が求め
られます。

関係機関等と連携し事
業を継続、推進しま
す。

0歳～2歳までの乳幼児と保護者を対象に、乳幼児
向けのおすすめ絵本の読み聞かせや紹介を毎月第
1・3土曜日に実施しています。

乳幼児を対象とした０･１・2歳のおは
なし会は、参加希望者が多く、今後乳
幼児を対象としたおはなし会の拡充を
検討しています。
(H25年度）
実施回数　21回　
参加人数　397人

図書館ボランティアの
協力を得ながら、事業
を継続、推進します。

ワクワクおはなし・
わらべうたの会

0歳から参加できるおはなし会です。絵本の読み聞
かせや指あそび、わらべうたをなどを取り入れ、幅広
い年齢層に対応できる会を毎月第２土曜日・第４木
曜日に実施しています。

親子で参加できるおはなし会やわらべ
うたの会の開催要望が多いため、毎月
第４木曜日にも実施するようにしまし
た。今後も、利用者の要望等をみなが
ら、拡充を検討する必要があります。
（H25年度）
実施回数　23回
参加人数　406人

図書館ボランティアの
協力を得ながら、事業
を継続、推進します。

3・4歳児を対象に、ロングセラーの絵本や紙芝居な
どを使用した読み聞かせを毎月第1・3土曜日に実施
しています。

幼児期への読み聞かせの重要性を伝
え、読書の習慣をさらに定着させるた
めに、幼児期への新たな事業の拡充が
必要となっています。
（H25年度）
実施回数　22回
参加人数　262人

図書館ボランティアや
関係機関の協力を得な
がら、事業を継続、推
進します。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

174 おはなし会 継続 中央図書館

175 継続 中央図書館

176 子ども映画会 継続 中央図書館

177 継続 中央図書館

ストーリーテリングや絵本の読み聞かせ、紙芝居等
を通じて幼児、児童のみならず大人への読書への興
味の喚起につなげ、図書館の利用の促進を図ります
。

子どもだけではなく、全ての利用者に
読書の重要性を伝え、家庭での読書習
慣を定着させるために、久喜市の図書
館４館での事業の拡充を図る必要があ
ります。また、各館との連携が必要で
す。
（H25年度実施事業名）
中央・おはなしの夕べ
菖蒲・夕涼みおはなし会･おとなのた
めのおはなし会　
栗橋・昔ばなしを楽しむ会　
鷲宮　朗読と語りの会　　　　
参加人数　152人

図書館ボランティアや
関係機関の協力を得な
がら、事業を継続、推
進します。

おすすめ絵本リス
トの配布及びおひ
ざにだっこのおは
なし会

各保健センターで行われる４か月児健康診査時に実
施しているブックスタート事業で、おすすめ絵本リスト
の配布とおはなし会を実施しています。

ブックスタートに参加した親子がおす
すめ絵本リストの絵本を実際に手にし
て、読むことができるように、各図書
館においてリストに掲載している絵本
の所蔵と充実が求められます。

図書館ボランティアの
協力を得ながら、事業
を継続、推進します。

読書へとつながる児童文学作品の映画やアニメの
上映をしています。

平成23年度より、毎月第3土曜日に実
施していた子ども映画会を学校の長期
休業時期に実施することとし、併せて
上映内容をアニメだけではなく、映像
化された児童文学も取り入れるなど、
変更を行いました。
（H25年度）
実施回数　7回
参加人数　272人　

事業の実施に当たって
は、学校等への周知を
積極的に行い、今後も
事業の推進に努めま
す。

子ども一日図書館
員

図書館に対する関心を高めるとともに図書館利用の
促進を図るために、図書の貸出し・返却などの図書
館業務の一部を体験してもらう事業を実施していま
す。

現在、中央図書館と菖蒲図書館で一日
図書館員の事業を実施していますが、
事業の拡充を望む声が大きいため、今
後は未実施である2館(栗橋･鷲宮)にお
いても事業を拡大して実施する予定で
す。
（H25年度）
実施回数　中央・1回　菖蒲・2回
参加人数　中央・6人　菖蒲・8人

事業の実施に当たって
は、事業の趣旨である
図書館の利用促進を図
るために、積極的に学
校等への周知を行い、
事業の推進に努めま
す。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

178 継続 中央図書館

179 継続 中央図書館

180 名曲と朗読の集い 継続 中央図書館

夏休み子ども科学
遊び

図書館及び図書館資料の利用促進を図るため、科
学のおもしろさを理解する一助となるような簡単な実
験・実技を行っています。

小学校3年生以上という年齢制限を設
けていますが、幼稚園児や小学校1･2
年生の児童も参加したいという要望が
多い状況です。今後、未就学児向けや
低学年向けの科学遊び等の実施も検討
する必要があります。
（H25年度）
実施回数　1回
参加人数　8人

事業の実施に当たって
は、事業の趣旨に則
り、積極的に図書館資
料の利用促進を図り、
事業の推進に努めま
す。

夏休み子ども相談
室

図書館及び図書館資料の利用促進を図るため、小
学生の自由研究などの相談について、小学校の先
生による図書館資料を活用した相談業務を行ってい
ます。

学校の先生に代わり図書館司書が、資
料を紹介し、子ども達自身が自分で調
べる力や考察力を養うことを支援する
事業へと、平成２３年度より内容を変
更して実施しています。今後も継続し
て、自ら学習できる環境を整えていく
予定です。また、事業の推進のために
積極的に図鑑や辞書等を収集し、子ど
も達に提供していきます。

事業の実施に当たって
は、事業の趣旨に則
り、積極的に図書館資
料の利用促進を図り、
事業の推進に努めま
す。

図書館利用の促進を図るため、室内楽の生演奏と
名作の朗読及び絵本の読み聞かせを組み合わせた
集いを実施しています。

平成25年度は、箏曲とビオラの演奏と
語りを組み合わせた会を実施しまし
た。幼児から一般の方まで、年齢を問
わず参加できる事業であり、今後も楽
器に直接触れ合える機会を提供してい
きます。
（H25年度）
参加人数　41人

図書館ボランティアの
協力を得ながら、事業
を継続、推進します。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

181 継続 中央図書館

182 図書館職員が小学校に出向き、テーマに沿った本を選び紹介しています。 継続 中央図書館

183 読書マラソン 継続 中央図書館

※久喜市次世代支援行動計画（後期計画）等の掲載されていない事業を「新規」事業としています。

※「久喜№１宣言」に関する事業を網掛けで表示しています。

学校訪問おはなし
会

図書館職員が小学校に出向き、絵本の読み聞かせ
を行っています。

久喜地区小学校１０校、市立保育園４
園、市立幼稚園１園、子育て支援セン
ター２園及びのぞみ園の合計18校･園
に中央図書館職員とボランティアが訪
問して事業を実施しています。小学校
のみならず、訪問場所が多岐に渡って
いるため、今後も協力いただくボラン
ティアの技術の向上や新たなボラン
ティアの養成が必要となります。
（H25年度）
実施回数　28回　
参加人数　1,401人　

事業実施に当たっては
、学校の希望日時に配
慮した計画をたて事業
を実施します。

学校訪問ブック
トーク

久喜地区全小学校10校及び栗橋地区の
2小学校に本の紹介（ブックトーク）
をおこなうために中央図書館職員と栗
橋文化会館図書室職員が各地区の学校
を訪問しています。ブックトークで紹
介した図書は、必ず図書館への予約が
入るなど、読書への導入の手法として
効果が現れています。今後、久喜市全
体の小学校へ訪問できる体制作りが求
められます。
（H25年度）
実施回数　中央・53回
栗橋・8回
参加人数　中央・2,982人
栗橋・553人

事業実施に当たっては
、学校の希望日時に配
慮した計画をたて事業
を実施します。

本とのふれあいの機会を多く持ってもらうとともに、
図書館資料の利用促進のために、期間を設けその
間に目標とする冊数の本を読む事業を実施していま
す。

小中学校の児童・生徒を対象に、中央
図書館では「よむよむ隊」、菖蒲図書
館では「読書マラソン」という名称
で、読書への契機付けと図書館資料の
利用促進を図る事業として実施してい
ます。今後、全市の小中学校へ事業を
拡充させていくためには、各小中学校
との連携が必要となります。
（H25年度）
参加人数　中央･30人(目標達成者23
人)
菖蒲・131人(完走者64人)

関係機関等と連携し事
業を継続、推進しま
す。



『（仮称）久喜市子ども・子育て支援事業計画』に掲載する子ども・子育て支援事業（案）から、新規及び拡大事業を抜粋したもの

番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課

21 新規 生活安全課

38 拡大

40 拡大

41 拡大

46 拡大

今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

公共交通の運賃
割引制度の設定

　市が運行している久喜市市内循環バス及び久喜
市デマンド交通を利用するにあたり、保護者1人に対
し小学生未満の方１人及び１歳未満の小児につい
て、運賃を無料としている。

　左記、事業内容のとおり実施してい
る。

引き続き、公共交通の
運賃割引を行います。

地域子育て支援セ
ンター事業

　子育て中の親子が気軽に立ち寄り、子どもたちが
安全に楽しく遊びながら健全に成長できる場を提供
するとともに、親同士が地域の中で子育ての仲間づ
くりができるよう支援しています。

・市内14か所で実施しています。
公設　 3か所（久喜・栗橋・鷲宮）
民設　10か所（民間保育所10園・NPO
法人1箇所）

支援センターの利用の
一層の促進を図るた
め、事業の充実及び施
設の整備に努めます。
また、公設支援セン
ターの平日以外の開所
についても、関係機関
との調整に努めます。

子育て支援
課

児童館・児童セン
ター活動事業

　遊びを通して児童の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的に、創作事業や伝承遊び事業などの
活動の展開をしています。

開館日数　267日
利用者数　20,159人
（1日平均　75.5人）

児童館・児童センター
の利用の一層の促進を
図るため、新規事業の
実施など、活動の充実
を図ります。

子育て支援
課（児童セ
ンター）

　遊びを通して児童の健康を増進し、情操を豊かに
することを目的に、リズム運動・創作事業等、年齢に
応じた活動の展開をしています。

開館日数　278日
利用者数　7,562人
（1日平均　28.6人）

児童館・児童センター
の利用の一層の促進を
図るため、新規事業の
実施など、活動の充実
を図ります。

子育て支援
課（鷲宮児
童館）

子育て支援ホーム
ヘルパー派遣事業

　出産直後（退院後3か月以内）の母親のいる家庭
で、家族等から家事援助が受けられない家庭に対
し、ホームヘルパーを派遣しています。

H25年度の実施状況
・派遣件数　　　　 9件
・延日数　 　　　　89日
・延派遣時間　 155時間

制度の周知に努め、利
用の促進を図るととも
に、ニーズに対応した
制度の拡大について検
討します。

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

48 拡大

80 新規

81 新規

82 新規

83 新規

子育て支援情報紙
の発行

　市の子育て支援情報をまとめた情報紙を作成し、
子育て家庭への情報提供を行っています。

『子育てガイドブック』により、子育
てに関するさまざまな情報を市民の方
に提供しています。

継続して事業の推進に
努めると共に、内容の
一層の充実を図りま
す。また、新たな情報
紙の発行について検討
します。

子育て支援
課

子育て支援関連情
報の発信

子育て中の保護者に対して子育て支援関連情報の
積極的な発信に努めます。

子育てに関わる情報を定期的に収集す
る必要がある。

子育て支援関連情報の
発信の推進に努めます
。また、子育て中の保
護者にとって必要な内
容の情報発信、及び有
効な情報発信の手段に
ついて検討します。

新たな情報発信の
手段等について検
討し関係機関と協
議（H27年度中）

新たな取り組み開
始（H28.4～）

子育て支援
課

イベント会場にお
ける子育て支援設
備等の整備

市等が実施する各種イベント会場へ子ども連れの家
族が必要とする設備等を設置、充実させることで、来
場した子育て家庭の負担を軽減します。

必要な資材等の購入等に係る予算措置
等が必要。また、イベント主催者との
協議が必要

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度）

事業実施（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

公共施設における
子育て支援設備等
の整備

公共施設に子供連れの家族が必要とする設備等を
設置、充実させることで、子育て家庭の外出時の負
担軽を図るとともに、安全で快適な公共施設の環境
整備に努めます。

必要な資材等の購入等に係る予算措置
等が必要。また、施設管理者との協議
が必要

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度) 

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

地域子育て応援事
業

経験や知識を持った高齢者（地域）の方々に、
子育ての担い手として活躍していただけるよう
、子育てに関する講演会や多世代ふれあい交流
事業を行い地域の子育てに反映する。

・市民大学等の講座に子育てに関する
内容を行うなど子育てに関する講演会
を実施するため、関係所属所等との協
議が必要
・保育所、子育て支援センター等にお
いて、地域の高齢者による日常的サポ
ート活動を通じて、多世代のふれあい
交流事業を行うため、関係所属所等と
の協議が必要
・地域の高齢者サロンや地区コミュニ
ティ協議会等を通じ、多世代のふれあ
い交流活動を展開するため、関係所属
所等との協議が必要　

実施に向けて関係所属
所と調整を行います。

関係機関との協議
（～H27年度)

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

84 新規

85 新規

89 新規 保育課

100 新規 保育課

101 新規 保育課

111 食育推進計画の推進を図ります。 拡大 健康医療課

子育て不安・児童
虐待予防的事業

子育て支援に関わる機関の職員および市民（保護者
）に向けてイライラしない子育ての方法に関する
「CSP講座」を実施し、子育て不安や児童虐待を予防
に努めます。

近年、児童虐待等が増加しており行政
としても対応が必要である。
現在、ＣＳＰトレーナー資格を取得し
ている市職員も少ないので資格取得者
を増やす必要がある。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

関係機関との協議
（～H27年度)

事業開始（H28.4～
〔予定〕）

子育て支援
課

児童相談業務の
体制の充実・強化

増加する特別な支援を要する児童や保護者（虐待、
育児放棄、発達の遅れ、その他家庭問題等）などに
対する、児童相談業務の体制の一層の充実と強化
を図ります。

現在、子育て支援係に児童ケースワー
カー2名、家庭児童相談員を配置し対
応しているが、今後も児童、家庭問題
等は増加することが予想される。

関係機関と協議し体制
の充実強化に努めま
す。

関係機関との協議
（～H27年度)

体制の充実強化（H
28.4～〔予定〕）

子育て支援
課

病児・病後児保育
事業

○病児保育
病気の進行期又は回復期にあり、かつ当面症状の
急変が認められない場合、病院に付設された専用ス
ペースで一時的に保育する。

未実施
現在、市の医師会と協議、調整を行っ
ている。

市の医師会と協議、調
整を行い、平成27年4
月の実施を目指す。

平成26年度中
に事業の委託
先を決定
平成27.4の実
施に向けて取
り組む

寡婦（夫）控除の
みなし適用

　婚姻によらずにひとり親となった方（税法上の寡婦
（夫）控除の対象外の方）に対して、「寡婦（夫）控除
のみなし適用」を実施し、保育料を算定します。

　継続して事業の推進
に努めます。

「駅前保育所」整
備事業

保育所を利用する保護者の通勤手段では、電車で
通勤されている方が増えている状況があり、保育の
需要が高い駅周辺に保育所を整備する。

マンション建設等により、子育て世代
の転入が多く、保育の需要量が高ま
り、保育所の入所待ちが多くなってい
るJR東鷲宮駅周辺で施設整備地を検討
中。

施設整備地及び整備方
針を決定し早期の整備
を図ります。

平成26年度に施
設整備地及び整
備方針の検討を
行い、できるだ
け早期の開所に
向けて取り組
む。

久喜市食育推進
計画の推進

・食育ホームページに掲載する地域活
動についての掲載要領等の検討。
・食育を推進する食育ボランティアの
検討。

「久喜市食育推進計
画」に基づく施策を展
開します。

計画の見直し
(H27,28年度)



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

127 　離乳食や育児に関する集団指導を行っています。 拡大

140 都市整備課

143 新規 教育総務課

146

拡大

147

離乳食のすすめ方
教室

現在、中央・菖蒲・栗橋・鷲宮の各保
健センターにて実施している。

事業内容の充実に努め
ます。

事業の実施形
態等につい
て、26年度中
に見直しを実
施予定

中央保健セ
ンター

東鷲宮駅周辺整
備事業

 ＪＲ東鷲宮駅の東西をつなぐ連絡地下道をバリアフ
リー化し、併せて同駅駅前広場の整備を図っていき
ます。

整備に向け、関係機関と協議してい
る。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

拡大（Ｊ
Ｒ東鷲宮
駅橋上化
事業）

小中学校エアコ
ン設置事業

市内の小中学校の全ての教室にエアコンを設置
します。

平成２６年度については、学校課業日
における教室の室温調査、児童・生徒
の学習活動の様子や保健室の利用実態
の把握など、実施に向けた調査を進め
ています。

関係機関と協議し、早
期の実施に努めます。

平成29年度ま
でに完了予
定。詳細は未
定。

幼保一体化の促
進

　現行制度の中で、幼稚園と保育所に通う子どもた
ちを同じ就学前教育を受ける子どもとして捉えなお
し、幼稚園と保育所の一貫した「幼児教育カリキュラ
ム」を作成し、一体的に保育を行っています。

中央幼稚園と中央保育園分園で実施。
中央保育園分園においては25年度から
3歳児の受入れを開始しました。

子ども・子育て新制度
と併せて幼稚園の方向
性を検討していきま
す。

関係各課との
協議（H26年度
中）

学務課
保育課

平成27年4月から施行される「子ど
も・子育て支援新制度」に向け、福祉
部と教育部で、新制度の内容について
共通認識を図るとともに、今後の施設
のあり方等について会議を行った。ま
た、幼保一体化の促進の一環として、
一部中央幼稚園の汁物等の給食の提
供、休園前と同様午前中の活動や行事
等を合同で行った。



番号 事業名 事業内容 現在の状況・課題などの記入 担当課
今後の方向性（注1）
【H27.4以降の対応】

新規
継続
拡大

事業開始・見直し
までのスケジュール

148 預かり保育事業 拡大

151 保護者の保育参加 新規

152 新規 学務課

156 拡大 指導課

160 拡大 指導課

※久喜市次世代支援行動計画（後期計画）等の掲載されていない事業を「新規」事業としています。

※「久喜№１宣言」に関する事業を網掛けで表示しています。

　栗橋幼稚園にて、在園児を対象に長期預かり保育
（1ヶ月単位）、短期預かり保育（1日単位）を年間通し
て実施しています。

　栗橋幼稚園においてH18年度より実
施しており、パートで働く母親や兄・
姉の学校行事等で利用しています。今
後の課題として、預かり時間の延長、
中央幼稚園の延長保育から預かり保育
への移行などがあります。

子ども・子育て新制度
と併せて幼稚園の方向
性を検討していきま
す。

関係各課との
協議（H26年度
中）

学務課（幼
稚園）

保護者が幼稚園の保育に参加し、大勢の子どもと関
わることによって楽しさを共有したり、視野を広げる
機会として子育てに役立ててもらいます。

保護者は年間１回以上の保育参加の機
会を利用しています。

保育参加の意義を知ら
せ、家庭の子育てに繋
がるような機会となる
よう進めていきます。

学務課（幼
稚園）

防犯カメラ設置
事業

小中学校の更なる安全・安心な教育環境を構築
するため、２４時間、学校を見守ることができ
る防犯カメラを順次設置します。

各学校の施設が異なるため、現況及び
設置箇所の確認が必要となります。

各小中学校と協議し、
順次、設置します。

現況及び設置箇所
確認（H26）
設計業務委託
（H27）
設置工事（H28）
設置工事（H29）

親子ですすめるあ
いさつ運動

あいさつを通して親子のふれあいを深め、家庭や地
域との連携を図っています。
・久喜市生徒指導推進委員会との連携
・ＰＴＡ常任委員会との連携

教育の基盤となる家庭教育において、
あいさつを奨励し、あいさつを通して
親子のふれあいや、地域との連携を
図っていくことが必要です。

各学校の生徒指導推進
委員会を中心に各家庭
でのあいさつを奨励し
ていきます。

H26年度中に広
報生徒指導く
きにてあいさ
つ運動につい
て周知しま
す。

いじめ等調査委員
会

　各学校のいじめ等調査委員会（生徒指導委員会）
を中心に全校的な対応を行っています。

いじめ防止基本方針を各学校で策定し
ました。各学校では生徒指導委員会を
軸として、いじめ等調査委員会を開催
します。

定例の会議で児童・生
徒の状況を把握し、い
じめの未然防止、早期
対応早期解決に努めま
す。

H26.4より実施
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