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本計画の体系 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり親家庭等の誰もが未来に希望がもてるまち   

基本理念 

１．ひとり親家庭等に対するあらゆる差別・偏見の是正 

２．ひとり親家庭等の安定と向上 

３．子どもの健やかな育ち 

   

基本的な視点  

 

１．子育て・生活支援の推進 

２．就業支援の推進 

３．養育費の確保 

４．経済的支援の充実 

５．ひとり親家庭等を支える環境の充実 

 

 

 

 

施策目標 
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本計画の取り組み状況について 

 

 ○施策目標別の今後の方向について 

施 策 目 標 

平成 23年度（Ａ） 平成 24年度（Ｂ） 差（Ｂ－Ａ） 

継続・ 

推進 

充実・強

化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

継続・ 

推進 

充実・

強化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

継続・ 

推進 

充実・強

化 

改善・ 

見直し 

終了 

(完了) 

1 子育て・生活支援の推進 

31件 2件 1件 

― 

32件（H24

新規事業2

件含む） ― 

4件 

― 

1件 ▲2件 3件 ― 

91% 6% 3% 89% 11% 
 

2 就業支援の推進 
20件 

― 
1件 

― 
19件 

― 
2件 

― 
▲1件 ― 1件 ― 

95% 5% 90% 10%  

3 養育費の確保 
8件 

― ― ― 
7件 

― 
1件 

― 
▲1件 ― 1件 ― 

100% 88% 12%  

4 経済的支援の充実 

13件 

― 

1件 

― 

13件（H24

新規事業1

件含む） ― 

1件 1件 ― ― ― 1件 

93% 7% 86% 7% 7% 
 

5 
ひとり親家庭等を支える環

境の充実 

17件 
― ― ― 

17件 
― ― ― 

― ― ― ― 

100% 100%  

全     体 
89件 2件 3件 

― 
88件 

― 
8件 1件 ▲1件 ▲2件 5件 1件 

95% 2% 3% 91% 8% 1%  

      継続・推進・・・事業目的の達成に向けて継続中で、今後も推進していく取り組み 

      充実・強化・・・事業目的の達成に向けて継続中で、今後は、充実・強化していく取り組み 

      改善見直し・・・事業目的の達成に向けて継続中であるが、課題があり、今後は、手段の改善・見直しを行う取り組み 

      終了(完了)・・・事業目的を達成した取り組み 
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○平成２４年度「改善・見直し」、「終了（完了）」、「新規」の内訳 

・改善・見直し ８件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

１ 子育て・生活支援の推進 （４）子どもへの支援の充実 ＜№32＞専門相談員による青少年相談 

＜№33＞、＜№34＞、＜№35＞子どもの居場所づくりの推進 

２ 就業支援の推進 （１）能力開発のための支援の充実  ＜№41＞起業支援 

（２）経済的負担の軽減  ＜№44＞生活保護受給者就労支援事業 

３ 養育費の確保 （１）養育費確保に向けた相談・経済的支援の実施 ＜№58＞法律相談の実施 

４ 経済的支援の充実 （２）経済的負担の軽減 ＜№75＞子どもの教育・進学援助の実施（奨学金） 

 

・終了（完了） １件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

４ 経済的支援の充実 （１）経済的援助の実施 ＜№66＞子ども手当の給付 

 

・新規（平成 24年度新規事業） ３件 

施策目標 推進方向 取り組み名 

１ 子育て・生活支援の推進 （２）子育て相談の充実 ＜№23＞枚方市パパママ応援メールマガジン「ひらかたっ子すくす

くメール」の配信 

＜№24＞未熟児等の保健事業 

４ 経済的支援の充実 （１）経済的援助の実施  ＜№70＞児童手当の給付 

 

○まとめ 

「改善・見直し」となった施策目標１ 子育て・生活支援の推進の「＜№32＞専門相談員による青少年相談」、「＜№33＞、＜№34＞、＜№35＞子ども

の居場所づくりの推進」、施策目標２ 就業支援の推進の「＜№41＞起業支援」、「＜№44＞生活保護受給者就労支援事業」、施策目標３ 養育費の確保の

「＜№58＞法律相談の実施」、施策目標４ 経済的支援の充実の「＜№75＞子どもの教育・進学援助の実施（奨学金）」の８件については、今後の具体的

な取り組み方策に修正等を行いながら、各施策目標の実現に向けて取り組みを進めていきます。 

施策目標４ 経済的支援の充実の「＜№66＞子ども手当の給付」については、平成２４年６月に同年２月、３月分の手当支払を行い制度終了となりました。 

平成 24年度の新規事業として、施策目標１ 子育て・生活支援の推進の「＜№23＞枚方市パパママ応援メールマガジン「ひらかたっ子すくすくメー

ル」の配信」、「＜№24＞未熟児等の保健事業」、施策目標４ 経済的支援の充実の「＜№70＞児童手当の給付」がスタートしています。 

また、「継続・推進」の割合は、全ての取り組みの９割以上を占めており、本計画の取り組みが全体的に順調に進められていることがうかがえます。 
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 施策目標１ 子育て・生活支援の推進 

 

＜主な実績等＞ 

（１）子育て環境の充実 

保育所の入所選考について、＜№1＞ひとり親家庭の場合は、高い点数を付与し、入所しやすくしています。また、様々な保育時間のニーズに対応するため、＜№2＞全保育所において、午後 7 時まで、一部の民

間保育所では、午後 8 時までの延長保育の実施や、＜№3＞蹉跎保育園では休日保育を開始しました。さらに、＜№9＞養育が一時的に困難な場合や、育児疲れ等のリフレッシュのためのショートステイ・トワイ

ライトステイや、＜№10＞保護者が働くための環境整備に資することを目的とした留守家庭児童会室を開設しています。留守家庭児童会室では、通常 1~4 年生までの受け入れになりますが、市内 4 ヶ所の拠点

方式で障害のある 5・6 年生の受け入れを平成 23 年度に引き続き実施しました。 

 

（２）子育て相談の充実 

 いつでも気軽に子育ての相談ができるよう＜№19＞保健師が常時電話相談を行う子育てコールや、＜№13＞特にひとり親などが比較的時間に余裕のある夜間、休日に気軽に子育て等に関する相談ができる、土日･

夜間電話相談を実施しました。また、＜No.12＞18 歳までの子どもに関する相談の他に＜№21＞教育や学校生活上の問題に関する相談や＜№22＞障害者（児）福祉サービスに関する相談も実施しています。 

 平成 24 年度新規事業として、＜№23＞枚方市パパママ応援メールマガジン「ひらかたっ子すくすくメール」の配信や、＜№24＞低体重児の届け出の受理と未熟児の訪問指導をスタートし、子育てに関する相談

ができる環境の充実を図りました。 

 

（３）生活支援の推進 

＜№25＞ひとり親家庭等の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の紹介等を行う大阪あんしん賃貸支援事業を周知することにより、ひとり親家庭等の住宅探しの支援や、＜№26・27＞市営住宅におけるひとり親世帯

等への優先入居と府営住宅の案内を実施しました。また、＜№28＞児童福祉法第 23 条に基づき、夫の暴力から逃れる等の事情のある母子の生活支援施設への入所決定を行い、母子の保護及び自立促進を図りま 

した。くわえて、＜№29＞父が不在等のため、育児等日常生活に支障のある父子家庭に対して、生活支援員を派遣し、日常生活、特に家事・育児に対する援助を行いました。 

 

（４）子どもへの支援の充実 

＜№32＞枚方公園青尐年センターにおいて、青尐年問題の専門相談員がひきこもりなどの青尐年相談事業を実施しました。今後も引き続き悩みを持つ青尐年やその家族をサポートするため、相談や青年サポート

事業の充実を図っていきます。 

＜№33~36＞子どもの居場所づくりとして、全小中学校・幼稚園を対象にグラウンド・体育館・特別教室等を開放したり、6 か所の生涯学習市民センターにおいて、諸室の一部を開放したり、ロビーの一部に

子どもの居場所づくりのためスペースを設置するなど、ひとり親も安心できる場の提供に努めました。今後は、＜№33~34＞「市立小学校体育施設開放事業」及び「市立小中学校及び幼稚園施設開放事業」との

調整・整理を行うとともに、有料化導入についての検討を行ったり、＜№35＞講座内容の更なる充実を図るため事業内容等の見直しや、開催回数等を含め検討を行います。 
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（１）子育て環境の充実                                                         ※ 体系番号とは、施策目標の番号及び推進方向の番号です。以下同じ。 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（１） １ 保育所（園）への 

優先入所 

既存保育所の定員増や定員の弾力化を行

い、保育所入所枠を拡大し、待機児童の解

消を図ります。保育所の入所は、選考基準

による点数の上位順に決定しており、就労

（外勤）しているひとり親の場合は高い点

数をつけ、入所しやすくしています。 

公立保育所の民営化や既

存保育所の増改築等によ

る定員増や入所定員の弾

力化により、保育所入所枠

を拡大し、待機児童の解消

を図ります。保育所の入所

は、選考基準において点数

の上位順に決定しており、

就労（外勤）しているひと

り親の場合は高い点数を

付与し、入所しやすくして

きた。 

公立保育所の民営化や既

存保育所の増改築等によ

る定員増や入所定員の弾

力化により、保育所入所枠

を拡大し、待機児童の解消

を図ります。保育所の入所

は、選考基準において点数

の上位順に決定しており、

就労（外勤）しているひと

り親の場合は高い点数を

付与し、入所しやすくして

きた。 

継続・推進 今後も公立保育所の民営化や既

存保育所の増改築に合わせ定員

増を図り、保育所入所枠を拡大

し、待機児童の解消に取組みま

す。保育所入所の選考基準にお

いては、これまで同様に、就労

（外勤）しているひとり親の場

合、高い点数を付与し、入所し

やすいように配慮したい。 

子育て支援室 

１（１） ２ 延長保育事業 全保育所において、午後 7 時までの延長

保育を実施し、一部の民間保育所では、午

後 8 時まで実施しています。今後も、勤

務形態の需要に対応するため、延長保育の

充実を図ります。 

11 時間の開所時間を超え

て始期及び終期に 1 時間

延長 公立 17 か所、私立

22 か所、 

2 時間延長 私立 15 か所、

4 時間延長 私立 1 か所

(夜間保育所)。 

年間延べ利用児数 公立

67,382 人、私立 210,557

人 

11 時間の開所時間を超え

て始期及び終期に 1 時間

延長 公立 16 か所、私立

22 か所、 

2 時間延長 私立 16 か所、

4 時間延長 私立 1 か所

(夜間保育所)。 

年間延べ利用児数 公立

64,292 人、私立 212,158

人 

継続・推進 引き続き、延長保育の需要に対

応するため、延長保育の充実を

図る。 

子育て支援室 

１（１） ３ 休日保育事業 保護者の就労形態の多様化により、日曜、

祝日など、休日の保育ニーズに対応するた

め、休日保育を今後、民間保育所（園）で

取り組みます。 

保育園と平成 24 年度から

の実施に向けた調整を行

った。 

蹉跎保育園にて休日保育

を実施し、年間延 228 人が

利用した。 

継続・推進 引き続き、休日保育を実施して

いく。 

子育て支援室 

１（１） ４ 夜間保育事業 勤務形態の多様化に対応するため、保護者

の就労などにより夜間の保育を必要とす

る児童に対する夜間保育を民間保育所

（園）1 か所で実施しています。 

 

 

 

 

 

引き続き私立保育園 1 園

で実施した。 

引き続き私立保育園 1 か

所で実施した。 

継続・推進 引き続き、勤務形態の多様化に

対応するため夜間保育を実施す

る。 

子育て支援室 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（１） ５ 病児・病後児保育

事業 

保育所に通所中の児童等に対し病気やケ

ガの回復期で集団保育が困難な期間に、市

民病院及び民間医療機関 3 か所の計 4 か

所で保育と看護を実施しています。 

枚方市病児保育室 634 人、

枚方病児保育室 1,218 人、

ピッコロケアルーム 1,031

人、クオレ 540 人。 

また、北部地域での需要が

高いため、Ｈ24 年度より

ピッコロケアルームの定

員を 2 名増員するための

調整を行った。保育所（園）

の病後児保育は、14 か所

で実施した。 

枚方市病児保育室 547 人、

枚方病児保育室 1,320 人、

ピッコロケアルーム 991

人、クオレ 517 人。 

保育所 (園 )の病後児保育

は、14 か所で実施した。 

継続・推進 引き続き、病気等の回復期にあ

り､集団保育が適当でない児童

の保育及び看護を行い､保護者

の就労等を支援するため病児保

育事業を実施していく。 

子育て支援室 

１（１） ６ 低年齢児保育事

業 

産休・育休明けの保育の充実を図り、仕事

と子育ての両立を支援するため、0 歳児か

ら 2 歳児までの定員の拡大に取り組み、

全定員の 40％以上の確保をめざします。 

H23.4.1現在入所低年齢児

童数は 2,545 人(うち 0 歳

児 365 人、1 歳児 999 人、

2 歳児 1,181 人)で、全定員

の 44.2％の受け入れ枠を

確保した。 

H24.4.1現在入所低年齢児

童数は 2,643 人(うち 0 歳

児 420 人、1 歳児 1,026 人、

2 歳児 1,197 人)で、全定員

の 45.1％の受け入れ枠を

確保した。 

継続・推進 今後も、私立保育所(園)の増改築

等に伴う定員拡大の際に、0 歳

児から 2 歳児までの定員枠を

40％以上確保して行く。 

子育て支援室 

１（１） ７ 一時預かり事業 保護者の傷病や入院などの緊急時や、育児

に疲れた時など、一時的に子どもの保育が

できない場合に民間保育所（園）10 か所

で保育を実施しています。今後も利用者の

利便性の向上等を図るため、実施カ所を増

やし一時預かり事業の拡充を図ります。 

子どもを保育所で預かる

一時預かり (保護者の入

院・育児疲れなどの場合：

延べ 12,474 人)を私立保育

所 10 か所で実施した。 

また、H24 年度より 3 か所

増設に向けた調整を行っ

た。 

子どもを保育所で預かる

一時預かり (保護者の入

院・育児疲れなどの場合：

延べ 13,398 人)を私立保育

所 13 か所で実施した。 

継続・推進 平成 24 年度から実施場所が 13

か所となり、平成 26 年度までに

特定保育とあわせて、一時預か

り事業の実施場所を 1 か所増設

する。市民に事業の周知を図り、

利用の促進を図る。 

子育て支援室 

１（１） ８ 特定保育事業 保護者が週 2～3 日程度の就労（月おおむ

ね 64 時間以上）などで、子どもの保育が

できない場合に、民間保育所（園）10 か

所で保育を実施しています。 

前年に引き続き、特定保育

(保護者のパート就労など

の場合：延べ 11,899 人)を

私立保育所 10 か所で実施

した。 

また、H24 年度より 3 か所

増設に向けた調整を行っ

た。 

 

 

 

特定保育（保護者のパート

就労などの場合：延べ

16,019 人）を私立保育所

（園）で 3 か所増設し、13

か所で実施した。 

また、H25 年度より 1 か所

増設に向けた取り組みを

行った。 

継続・推進 平成 24 年度から実施場所が 13

か所となり、平成 26 年度までに

一時預かりとあわせて、特定保

育事業の実施場所を 1 か所増設

する。市民に事業の周知を図り、

利用の促進を図る。 

子育て支援室 
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（２）子育て相談の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（１） ９ 子育て短期支援

事業(ショートス

テイ・トワイライ

トステイ) 

夜間勤務、出張、出産など家庭での子ども

の養育が一時的に困難な場合や、育児不安

や育児疲れ等のリフレッシュのために一

時的に子どもを施設において預かり養

育・保護を行います（利用可能な施設は市

内 1 か所、市外 7 か所）。 

利用日数 665 日 利用日数 868 日 継続・推進 引き続き、効果的な支援が行え

るよう、制度の周知及び推進を

図る。 

家庭児童相談所 

１（１） １０ 留守家庭児童会

室への入室  (放

課後児童健全育

成事業) 

保護者の就労や病気などの理由により放

課後の保育に欠ける児童の豊かで安全な

生活を確保し、保護者が働くための環境整

備に資することを目的に全 45 小学校で実

施しています。 

各児童会室の定員は 50 名

であるが、待機児童解消の

ため臨時定員制度を実施。

また本年度平成 23 年度か

ら市内４ヶ所の拠点方式

で障害のある 5・6 年生の

受け入れを開始した。基準

開室日数年 250 日を踏ま

えて 8 日間の臨時開室を

実施。 

 

各児童会室の定員は 50 名

であるが、待機児童解消の

ため臨時定員制度を実施。

また、市内 4 ヶ所の拠点方

式で障害のある 5・6 年生

の受け入れを平成 23 年度

に引き続き実施した。基準

開室日数年 250 日を踏ま

えて 7 日間の臨時開室を

実施。 

継続・推進 待機児童を解消するため、臨時

定員を設定し、入室希望の児童

を受け入れる。 

放課後児童課 

１（１） １１ 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者と育児の援助を

受けたい者が相互援助活動を行うファミ

リー・サポート・センターにおいて、会員

組織の活動をより一層推進するため、会員

増に努めるとともに、フォローアップ講座

の実施などにより活動しやすい体制を作

ります。 

依頼会員：1,086 人、提供

会員：254 人、両方会員：

145 人、合計：1,485 人、

活動件数 2,678 件 

依頼会員：1,221 人、提供

会員：251 人、両方会員：

132 人、合計：1,604 人、

活動件数 2,253 件 

継続・推進 引き続きサービスの相互援助活

動を行うための会員組織の運営

を行っていく。 

子育て支援室 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） １２ 家庭児童相談事 

業 

18 歳までの子どもと家族の様々な相談

に、家庭児童相談所の専門相談員が対応

し、カウンセリングやプレイセラピーなど

を行います。 

 

 

 

 

相談対応延べ件数 

15,054 件 

相談対応延べ件数 15,631

件 

継続・推進 市の広報紙やホームページ及び

リーフレットの配布等により、

家庭児童相談所の相談業務の内

容を周知するとともに、必要に

応じた決め細やかな相談が図ら

れるよう、努める。 

家庭児童相談所 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） １３ 土日･夜間電話相

談事業 

特にひとり親などが比較的時間に余裕の

ある夜間、休日に気軽に子育て等に関する

相談ができ、適切なアドバイスを得られる

ように、土日・夜間の電話による相談事業

を委託実施します。 

相談件数 513 件 相談件数 450 件 継続・推進 引き続き、広報を強化し、相談

件数の増加を図る。 

家庭児童相談所 

１（２） １４ こんにちは赤ち

ゃん事業 

市内在住の生後 4 か月までの乳児のいる

家庭をすべて訪問することにより、乳児家

庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な子育て環

境の確保を図ることを目的に実施してい

ます。訪問において子育て支援サービスに

関する情報提供を行うとともに、子育てに

ついての不安や悩みを聴き、支援が必要な

家庭に対しては適切なサービスにつなぎ

ます。 

年間を通じて家庭の訪問

を行った。2,960 件 

年間を通じて家庭の訪問

を行った。2,663 件 

継続・推進 引き続き、乳児のいる家庭の孤

立化を防ぎ地域の中で子供が健

やかに育つことができる環境整

備を図る。 

子育て支援室 

１（２） １５ 育児支援家庭訪

問事業 

育児支援が必要な家庭や育児困難な家庭

に訪問して、子ども家庭サポーターによる

相談援助や助産師・保健師等による専門的

な相談・指導等の実施を図り、家庭での安

定した養育を支援します。 

訪問延べ回数 50 回 訪問延べ回数 27 回 継続・推進 引き続き、事業の周知を図ると

ともに、関係機関より育児支援

が必要な家庭の情報を提供して

もらい、事業の推進を図る。 

家庭児童相談所 

１（２） １６ 産後ケア訪問指導として

助産師が訪問した延べ件

数 193 件 

産後ケア訪問指導として

助産師が訪問した延べ件

数 117 件 

平成 24 年度は妊娠届出か

らハイリスク者を早期に

把握し、産後も保健師によ

る継続訪問などを実施し

たことから、助産師による

産後ケア訪問数は減尐し

た。 

継続・推進 継続して事業を推進していく。 保健センター 

１（２） １７ 安心子育て応援

事業 

民間保育所(園)が保育を通じて蓄積して

いる子どもの育ちや子育てに関する知識、

技術等を生かし、地域の子育て家庭などに

対し各種事業の実施を通じて必要な相談、

指導、助言や気になる子どもへの支援等を

行い、地域に密着した保育所(園)として保

育・子育て支援機能の一層の充実を図りま

す。 

地域に密着した保育所

(園)(38 か所)として枚方版

ブックスタート・保育所

(園)ふれあい体験・保育相

談など実施した。 

地域に密着した保育所

(園)(39 か所)として枚方版

ブックスタート・保育所

(園)ふれあい体験・保育相

談など実施した。 

継続・推進 引き続き、全私立保育所(園)での

実施の取組を進める。 

子育て支援室 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） １８ 母子訪問指導事

業 

家庭訪問により、妊産婦及び乳幼児の保護

者の子育てに関する相談に応じ、子どもに

対する理解を深め、疾病の予防や母と子ど

もの健康の保持増進に努めます。また、地

域で孤立している母親の育児不安の解消

などに対して、生活の場である家庭でより

ていねいな個別支援を行うことで、安心し

て健全な子育てができるよう支援します。

周産期からのハイリスク母子を確実に把

握し、早期より予防的に支援を開始する対

策を充実させるために、医療機関等関係機

関との連携を図ります。 

委託契約をしている助産

師が訪問した件数と保健

師等が訪問した件数総計

4,385 件。新生児訪問率

26.4％（2 か月未満の助産

師訪問分）。乳児訪問率

41.5％（1 歳未満）。市民病

院産科との連携により、入

院中に病棟で保健師との

面接を実施 141 件。 

委託契約をしている助産

師が訪問した件数と保健

師等が訪問した件数総計

5,599 件。新生児訪問率

40.2％（2 か月未満の助産

師訪問分）。乳児訪問率

53.0％（1 歳未満）。出生届

出に合わせて出生連絡票

の提出を依頼したことで、

訪問の勧奨をすることが

できるようになり訪問件

数は増加した。市民病院産

科との連携により、入院中

に病棟で保健師との面接

を実施 138 件。 

継続・推進 平成25年4月母子保健法の改正

により、出生体重 2000ｇ以下の

未熟児（身体障害児、長期療養

児は除く）に対する事業を拡充

する。 

保健センター 

１（２） １９ 母子健康相談事

業 ( 子育てコー

ル、乳幼児健康相

談等) 

妊産婦及び乳幼児の保護者を対象に健康

相談を実施します。疾病の予防や健康の保

持増進、地域で孤立している母親の育児不

安の解消に努め、安心して子育てができる

よう支援します。また、支援の必要に応じ

て関係機関とも連携を図ります。 

子育てコールでは、いつでも気軽に相談で

きるよう保健師が常時電話相談を行いま

す。乳幼児健康相談では、生涯学習市民セ

ンター等身近な地域において身体計測や

保健師による保健指導を行います。また、

個別相談において心理相談員が予約制で

個別の発達相談を実施します。 

子育てコール件数 2,516

件。乳幼児健康相談件数

5,297 件。個別相談件数

1,283 件。乳幼児健康相談

の一部において、歯科衛生

士による歯の相談、栄養士

による栄養相談、助産師に

よる母乳相談を取り入れ、

身近な地域での相談体制

の強化を図った。また個別

相談については、実施場所

を追加。津田生涯学習市民

センターで定期的に実施

している。 

 

 

 

 

 

 

 

子育てコール件数2,532件 

乳幼児健康相談件数 5,123

件 

個別相談件数 1,376 件              

乳幼児健康相談の一部に

おいて歯科衛生士による

歯の相談、栄養士による栄

養相談を実施し、身近な地

域での相談体制を継続し

ている。 

また個別相談についても

津田生涯学習市民センタ

ーで定期的に実施してい

る。 

継続・推進 継続して事業を推進していく。 保健センター 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） ２０ 保育所（園）にお

ける育児相談事

業 

保育所（園）において、地域の子育て中の

保護者からの育児に関する相談に対し、保

育所（園)の職員が電話や面接で相談に応

じます。 

各保育所（園）で育児相談

に応じた。相談内容は、し

つけ、遊び、食事に関する

ものが殆どとなっている。

公立保育所では、電話によ

るものが 75 件、面接によ

るものが 456 件であった。

食事に関しての相談が240

件で一番多かった。 

各保育所（園）で育児相談

に応じた相談内容は、しつ

け、遊び、食事に関するも

のが殆どとなっている。公

立保育所では電話による

ものが 51 件、面接による

ものが 614 件であった。食

事に関しての相談が 217

件で一番多かった。 

継続・推進 引き続き、各保育所（園）で育

児に関する相談に対応できるよ

う働きかける。 

子育て支援室 

１（２） ２０ 保育所（園）において、地域の子育て中の 

保護者からの育児に関する相談に対し、保

育所（園)の職員が相談に応じます。 

各保育所(園)で育児相談に 

応じた。相談内容は、しつ

け・食事・遊び等。(公私

保育所で 1,361 件) 

各保育所(園)で育児相談に 

応じた。相談内容は、しつ

け・食事・遊び等。(公私

保育所で 1,673 件) 

継続・推進 引き続き、各保育所(園)で、育児 

に関する相談に対応できるよう

働きかける。 

子育て支援室 

１（２） ２１ 教育相談事業 教育相談員や電話相談員等を配置し、保護

者や幼児児童生徒からの教育や学校生活

上の問題に関する相談を受け、適切なアド

バイスを行います。また、必要に応じて、

面談による継続的なカウンセリングを実

施します。 

相談対応延べ件数 1,172

件 

相談対応延べ件数 1,431

件 

継続・推進 継続して、教育相談体制の充実

を図る。 

教育相談課 

１（２） ２２ 障害者（児）福祉

サービスに関す

る相談 

障害児の親、または障害がある親からの子

育てや在宅生活について、関係機関と連携

しながら情報提供を行うとともに、障害者

（児）施策に基づき相談およびサービスの

提供を行います。 

児童に係る障害福祉サー

ビス支給決定人数  

平成 24 年 3 月末現在 

362 人 

児童に係る障害福祉サー

ビス支給決定人数平成 25

年 3 月末現在 534 人 

継続・推進 引き続き情報提供、相談及びサ

ービスの提供を行っていく。 

障害福祉室 

１（２） ２３ 

 

 

枚方市パパママ

応援メールマガ

ジン「ひらかたっ

子すくすくメー

ル」の配信 

妊娠・子育てに関する適切な情報提供を目

的に、事前登録した妊娠中の人や、主に 0

から 3 歳の子どもがいる保護者を対象に

毎月 15 日に配信。 

 

 

 

 

 

 

 平成 24 年 9 月から開始。   

平成 25 年 3 月末現在、    

登 録 者 数 1,093 人 、    

配信回数 7 回。 

継続・推進 

 

(H24 年度 

新規事業) 

さまざまな機会に「ひらかたっ

子すくすくメール」を紹介し、

登録者数を増やすように努め

る。 

保健センター 

子育て支援室 
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（３）生活支援の推進 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（２） ２４ 

 

 

未熟児等の保健

事業 

平成 24 年度から大阪府版地方分権推進制

度による移譲事務により、低体重児の届け

出の受理と未熟児の訪問指導について実

施。未熟児は正常の新生児に比べ、養育に

ついてさらに注意深く配慮が必要であり、

未熟児を養育する母親が有する育児不安

の解消のためにも、保健師等による訪問指

導を行い、育児の相談・支援を行います。

対象は出生体重 2001g～2499g までの未

熟児（ただし、身体障害児、長期療養児は

除く） 

 低体重児の届出の受理件

数 

208 件 

訪問延べ数 182 件 

継続・推進 

 

(H24 年度 

新規事業) 

平成25年4月から母子保健法の

改正に伴い、2000g 以下の未熟

児（ただし、身体障害児、長期

療養児は除く）に対しても訪問

指導等を実施する。また、未熟

児養育医療の給付も行う。（担

当：医療助成課 

保健センター 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（３） ２５ 住宅情報の提供 ひとり親家庭等の入居を受け入れる民間

賃貸住宅等の紹介等を行う大阪あんしん

賃貸支援事業を周知することにより、ひと

り親家庭等の住宅探しを支援します。 

窓口相談等で情報提供に

努めた。 

窓口相談等で情報提供に

努めた。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を実施し

ていく。 

子育て支援室 

１（３） ２６ 

 

市営住宅におけ

るひとり親世帯

等への優先入居

と府営住宅の案

内 

市営住宅に空き家が生じた場合はその都

度、高齢者・障害者・ひとり親等の福祉世

帯向けとして募集します。また府営住宅の

募集に係る案内を行います。 

平成 23 年度の高齢者・障

害者・母子等の福祉向け住

宅の募集は１戸で、母子世

帯の入居が決定した。 

平成 24 年度は市営住宅の

入居者募集を行っていな

い。 

継続・推進 平成 24 年 12 月に条例・規則の

改正（平成 25 年 4 月 1 日施行）

を行い、母子世帯をひとり親世

帯と改めている。平成 25 年 9 月

2 日の入居募集より適用してい

る。 

資産活用課 

１（３） ２７ 府営住宅について、年 6 回

ある総合募集や随時募集

等、募集に係る案内を行っ

た 

府営住宅について、年 6 回

ある総合募集や随時募集

等、募集に係る案内を行っ

た。 

継続・推進 今後も府営住宅の募集に係る案

内を行っていく。 

福祉総務課 

１（３） ２８ 母子生活支援施

設への入所 

夫の暴力から逃れるため等の事情で子ど

もの養育が十分できない場合に、母子とも

に安全で安定した生活を送れるように入

所させて保護し、その自立の促進のために

生活を支援することによって、母子の福祉

を図ります。 

児童福祉法第 23 条に基づ

き、母子生活支援施設への

入所決定を行った。平成

23 年度末現在入所措置世

帯数２世帯（100％）。 

児童福祉法第 23 条に基づ

き、母子生活支援施設への

入所決定を行った。平成

24 年度末現在入所措置世

帯数 1 世帯。 

 

 

継続・推進 児童福祉法に基づき、適正に母

子生活支援施設の入所決定を行

う。 

子育て支援室 
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（４）子どもへの支援の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（３） ２９ 父子家庭生活支

援員派遣事業 

父が不在等のため、育児等日常生活に支障

のある父子家庭に対して、生活支援員を派

遣し、日常生活、特に家事・育児に対する

援助を行います。（母子家庭については大

阪府が実施） 

父親が不在のため、家事な

ど日常生活に支障のある

父子家庭に対して、生活支

援員を派遣(2 件）。 

父親が不在のため、家事な

ど日常生活に支障のある

父子家庭に対して、生活支

援員を派遣(1 件）。 

継続・推進 父子家庭の自立に向けての援助

であり、各家庭の状況に応じて、

適切にサポートする。 

子育て支援室 

１（３） ３０ 家庭児童相談事

業(再掲) 

18 歳までの子どもと家族の様々な相談

に、家庭児童相談所の専門相談員が対応

し、カウンセリングやプレイセラピーなど

を行います。 

相談対応延べ件数 15,054

件 

相談対応延べ件数 15,631

件 

継続・推進 市の広報紙やホームページ及び

リーフレットの配布等により、

家庭児童相談所の相談業務の内

容を周知するとともに、必要に

応じた決め細やかな相談が図ら

れるよう、努める。 

家庭児童相談所 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（４） ３１ 教育相談事業（再

掲 

教育相談員や電話相談員等を配置し、保護

者や幼児児童生徒からの教育や学校生活

上の問題に関する相談を受け、適切なアド

バイスを行います。また、必要に応じて、

面談による継続的なカウンセリングを実

施します。 

相談対応延べ件数 1，172

件 

相談対応延べ件数 1,431

件 

継続・推進 継続して、教育相談体制の充実

を図る。 

教育相談課 

１（４） ３２ 専門相談員によ

る青尐年相談 

枚方公園青尐年センターにおいて、青尐年

問題専門の相談員がひきこもりなどの青

尐年相談を月２回行っています。 

面接相談 ４８件 

電話相談 １５件 

概ね 26 歳までを対象とし

て月 2 回青尐年問題専門

の相談員による相談窓口

や電話での相談受付業務

や、青尐年サポート講座を

実施。（面接相談 62 件、電

話相談 5 件、サポート講座

3 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善・見直し 悩みを持つ青尐年やその家族を

サポートするため、相談や青年

サポート事業の充実を図ってい

く。 

子ども青尐年課 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

１（４） ３３ 子どもの居場所

づくりの推進 

学校施設等の開放や、生涯学習市民センタ

ー、青尐年センター等で子どもの居場所づ

くりを推進しており、子どもが自由に安全

に過ごすことができ、ひとり親も安心でき

る場であるように充実を図ります。 

全小中学校・幼稚園の施設

（グラウンド・体育館・特

別教室等）を開放した。平

成 23 年度は、合計 19,269

件許可した。 

枚方市教育委員会所管に

係る財産及び公の施設使

用規則に基づき、全小中学

校・幼稚園を対象に施設

（グラウンド・体育館・特

別教室等）を開放した。平

成 24 年度は、合計 20,488

件許可した。 

改善・見直し スポーツ振興課所管の「市立小

学校体育施設開放事業」との調

整・整理を行うとともに、有料

化導入についての検討を行う。 

学校規模調整課 

１（４） ３４ 平成 23 年度も学校開放事

業を実施した。 

市民の身近なスポーツ活

動の場として、支障のない

範囲で、小学校のグラウン

ドや体育館を地域住民等

の団体に開放。 

改善・見直し 学校規模調整課所管の「市立小

中学校及び幼稚園施設開放事

業」との調整・整理を行うとと

もに、有料化導入についての検

討を行う。 

スポーツ振興課 

１（４） ３５ 各青尐年教室（囲碁・工

作・料理・自然）の実施 計

参加延 111 名 

各青尐年教室（料理、夏休

みチャレンジ、工作、体験）

の実施 計参加延 77 名 

改善・見直し 講座内容の更なる充実を図るた

め事業内容等の見直しや、開催

回数等を含め検討する。 

子ども青尐年課 

１（４） ３６ 6 か所の生涯学習市民セン

ターにおいて、諸室の一部

を開放したり、ロビーの一

部に子どもの居場所づく

りのためスペースを設け

ている。子どもの自主的な

グループ活動については、

子どものみで構成される

団体の使用についても利

用可能としており、使用料

減免も行っている。 

生涯学習市民センター  

子どもＩＤ付与団体数：

280 

6 か所の生涯学習市民セン

ターにおいて、諸室の一部

を開放したり、ロビーの一

部に子どもの居場所づく

りのためスペースを設け

ている。子どもの自主的な

グループ活動については、

子どものみで構成される

団体の使用についても利

用可能としており、使用料

減免も行っている。 

生涯学習市民センター  

子どもＩＤ付与団体数：

268 

継続・推進 引き続き、生涯学習市民センタ

ーにおいて、子どもの居場所づ

くりを継続し、子どもの自主的

なグループ活動の育成を図るた

めの利用しやすい体制を維持し

ていく。 

生涯学習課 
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施策目標２ 就業支援の推進 

 

＜主な実績等＞ 

（１）能力開発のための支援の充実 

＜№37＞母親の就業を支援するため、資格講座を受講する際の経費の支援（6 件）や看護師などの専門資格を取得する場合の生活の負担軽減を図る費用を支援（40 件）しました。また、＜№39＞地域就労支援

センターで就労相談（週 4 回）や就職活動支援、資格取得に向けた各種能力開発講座（参加延べ 409 人）、＜№41＞起業・創業セミナー等経営相談を開催しました。 

＜№41＞地域活性化支援センターにおいて、起業・創業に関する支援を行っています。この事業では、起業希望者の情報収集に取り組むとともに講座・セミナーの参加者にはアンケートを実施しており、また事

業者の経営相談対応を踏まえて、より効果的な事業者支援を実施していきます。 

 

（２）職業紹介機関等との連携の強化 

＜№44＞生活保護を受給している就労支援対象者に対して、キャリアカウンセラーによるカウンセリングと、求人開拓員による就労先の開拓事業を併せて行うことにより、平成 24 年度は 310 名が参加、180 名

を就職につなげました。今後、就労が可能である生活保護の申請者には、稼働能力の活用を十分認識させ、原則的には申請と同時に就労支援事業に参加を促し、短期での就職実現を目指します。 

また、＜№43＞児童扶養手当窓口での情報提供や＜№45＞母子自立支援員による就業相談を行い、ハローワーク等と連携を取りながら就労支援を行いました。 

 

（３）就業機会創出のための支援の推進 

＜№52＞の業務委託における総合評価方式の入札導入による雇用機会の確保において、委託業務の一部で総合評価入札方式を実施し、母子家庭の母などの雇用・労働条件の確保や子育て支援などの取組を評価に

加味して落札者を決定しました。 

 

（４）男女の均等な就業機会及び生活実態に合った雇用確保のための啓発活動の推進 

＜№54＞お仕事応援講座（全 4 回、参加延べ 102 人）や「どうして安いの？私の賃金～女の労働問題～」（参加者 19 人）を開催し、啓発を行いました。＜№56＞第 2 次枚方市男女共同参画計画アクションプロ

グラム（平成 23～27 年度）に基づき、すべての審議会で女性委員比率が 35％以上になるように、関係課と連携し、目標達成に努めました。 

  

（１）能力開発のための支援の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（１） ３７ 母子家庭自立支 

援給付金事業 

母子家庭の母に対し自立支援教育訓練給

付や母子家庭高等技能訓練促進費給付と

いった事業を実施し、自立に向けて、職業

能力向上のための訓練など就業面におけ

る支援に取り組みます。 

母親の就業を支援するた

め、パソコン技術などの講

座を受講する際の経費の

支援（4 件）や看護師など

の専門資格の取得に向け

修業する場合の費用を支

援（39 件） 

母親の就業を支援するた

め、パソコン技術などの講

座を受講する際の経費の

支援（6 件）や看護師など

の専門資格の取得に向け

修業する場合の生活費を

支援（40 件） 

継続・推進 引き続き適正に給付手続きを行

い、母子家庭の自立を支援する。

また、平成 23 年度で緊急経済対

策としての拡充が終了したた

め、今後の国・府の動向に注視

する。 

子育て支援室 

２（１） ３８ 母子自立支援プ

ログラム策定事

業 

ひとり親に対し、ハローワークと連携し

て、個々の家庭の実情に応じた自立に向け

たプログラム策定を行いきめ細やかな支

援に取り組みます。 

母子自立支援プログラム

策定事業を実施した。（平

成 23 年度実績 0 件） 

母子自立支援プログラム

策定事業を実施した。（平

成 24 年度実績 0 件） 

 

継続・推進 引き続き母子自立支援プログラ

ム策定事業を実施していく。 

子育て支援室 
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（２）職業紹介機関等との連携の強化 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（１） ３９ 地域就労支援事

業 

障害者、母子家庭の母、中高年齢者等の中

で、働く意欲がありながらさまざまな就労

阻害要因のために就労できない就職困難

者に対し、地域就労支援コーディネーター

を中心に、履歴書の書き方や面接時の対応

の指導を行う就労支援セミナー、ワード・

エクセルのパソコン講習、簿記・会計講座

等を行い、就労スキルの向上を図り、雇

用・就労につなげます。 

地域就労支援センターで

就労相談（週 4 回）や、就

職活動支援やパソコン・簿

記・ホームヘルパー2 級の

資格取得に向けた能力開

発講座（参加延べ 336 人）

を実施。 

地域就労支援センターで

就労相談（週 4 回）や就職

活動支援、資格取得に向け

た各種能力開発講座（参加

延べ 409 人）を実施。 

継続・推進 今後も引き続き、就職支援セミ

ナーや各種能力開発講座の開催

によって相談者を雇用・就労に

繋げていく。 

産業振興課 

２（１） ４０ 母子及び寡婦福

祉資金の貸付相

談 ( 技能習得資

金)(生活資金) 

母子家庭の母及び寡婦に対し、就職するた

めの知識技能の習得に必要な費用や、その

期間中に必要な生活費の負担軽減のため、

技能習得資金や生活資金についての相談

に応じます。 

母子寡婦福祉資金（技能習

得資金）（生活資金）の貸

付相談を行った。 

母子寡婦福祉資金（技能習

得資金）（生活資金）の貸

付相談を行った。 

継続・推進 引き続き母子寡婦福祉資金の貸

付相談（技能習得資金）（生活資

金）を実施していく。 

子育て支援室 

２（１） ４１ 起業支援 地域活性化支援センターにおいて、起業・

創業に関する支援を行います。 

業務委託により、セミナー

室等使用許可業務、経営相

談業務を実施している。 

業務委託により、セミナー

の開催、会議室等使用許可

業務、経営相談業務を実

施。 

改善・見直し 起業希望者の情報収集に取り組

むとともに講座・セミナーの参

加者にはアンケートを実施して

おり、また事業者の経営相談対

応を踏まえて、ニーズに沿った

セミナーの開催等、より効果的

な事業者支援を実施していく。 

産業振興課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（２） ４２ 地域就労支援事

業（再掲） 

障害者、母子家庭の母、中高年齢者等の中

で、働く意欲がありながらさまざまな就労

阻害要因のために就労できない就職困難

者に対し、地域就労支援コーディネーター

を中心に、雇用・就労施策や福祉施策を活

用し、関係機関と連携しながら雇用・就労

を支援します。 

地域就労支援センターで

就労相談（週 4 回）や、就

職活動支援やパソコン・簿

記・ホームヘルパー2 級の

資格取得に向けた能力開

発講座（参加延べ 336 人）

を実施。 

地域就労支援センターで

就労相談（週 4 回）や就職

活動支援、資格取得に向け

た各種能力開発講座（参加

延べ 409 人）を実施。 

継続・推進 今後も引き続き、就職支援セミ

ナーや各種能力開発講座の開催

によって相談者を雇用・就労に

繋げていく。 

産業振興課 

２（２） ４３ 児童扶養手当窓

口における情報

提供 

児童扶養手当等の新規申請時に、就業支援

に関する情報や相談窓口の紹介など情報

提供に努めます。 

児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供を行

った。 

 

児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供を行

った。 

 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

年金児童手当課 
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（３）就業機会創出のための支援の推進 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（２） ４４ 生活保護受給者

就労支援事業 

就労支援員を設置し、生活保護受給者に対

し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援

を行います。 

平成 21 年度から生活保護

の就労支援対象者に対し

て、キャリアカウンセラー

によるカウンセリングと、

求人開拓員による就労先

の開拓事業を併せて行う

ことにより、平成 23 年度

は 236 名が参加、125 名を

就職につなげることがで

きた。 

平成 21 年度から生活保護

の就労支援対象者に対し

て、キャリアカウンセラー

によるカウンセリングと、

求人開拓員による就労先

の開拓事業を併せて行う

ことにより、平成 24 年度

は 310 名が参加、180 名を

就職につなげることがで

きた。 

改善・見直し 就労が可能である保護の申請者

には、稼働能力の活用を十分認

識させ、原則的には申請と同時

に就労支援事業に参加を促し、

短期での就職実現を目指す。 

生活福祉室 

２（２） ４５ 母子自立支援員

による就業相談 

母子自立支援員が、資格取得について情報

提供を行うとともに、ハローワークや商工

会議所等と連携を取りながら就労支援を

行います。またハローワーク等と連携し、

ひとり親向けに就労支援セミナーを開催

します。 

ハローワークと連携しな

がら就労支援を行った。 

ハローワークと連携しな

がら就労支援を行った。 

継続・推進 今後も引き続きハローワークと

連携しながらの就労支援を実施

していく。 

子育て支援室 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（３） ４６ 母子家庭の母、寡

婦の職員での雇

用に向けた取り

組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市において非常勤職員等を雇用する際に

は、求人情報を母子家庭等就業・自立支援

センターにも提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事課での求人分につい

ては、直接母子家庭等・自

立支援センターへの情報

提供は行っていないが、非

常勤職員等の募集に際し、

ハローワークへの情報提

供を行った。 

人事課での求人分につい

ては、直接母子家庭等・自

立支援センターへの情報

提供は行っていないが、非

常勤職員等の募集に際し、

ハローワークへの情報提

供を行った。 

継続・推進 引き続き、非常勤職員等の求人

を行う際にはハローワークへの

情報提供を行う。 

人事課 

２（３） ４７ 直接母子家庭等就業・自立

支援センターへの情報提

供は行っていないが、必要

に応じてハローワークに

情報提供を行っている。 

直接母子家庭等就業・自立

支援センターへの情報提

供は行っていないが、必要

に応じてハローワークに

情報提供を行っている。 

 

 

 

 

継続・推進 必要に応じハローワークへの情

報提供を行っていく。 

教育総務課 
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体系番号 No.  

母子家庭の母、寡

婦の職員での雇

用に向けた取り

組み 

 

 

市において非常勤職員等を雇用する際に

は、求人情報を母子家庭等就業・自立支援

センターにも提供します。 

H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（３） ４８ 市民病院においては、非常

勤職員等を雇用する際に

は、求人情報を母子家庭等

就業・自立支援センターに

提供していないが、臨時職

員の求職情報はハローワ

ークに提供している。平成

23 年度は、ハローワーク

の求人情報により 1 名の

臨時職員を採用した。平成

23 年度に院内保育所を開

設し職種や常勤・非常勤を

問わず子育て中の医療職

職員に利用していただい

ている。 

市民病院においては、非常

勤職員等を雇用する際に

は、求人情報を母子家庭等

就業・自立支援センターに

提供していないが、臨時職

員の求職情報はハローワ

ークに提供している。平成

23 年度に開設した院内保

育所は職種や常勤・非常勤

を問わず子育て中の医療

職職員に利用していただ

いている。 

継続・推進 引き続き、ハローワークに求人

情報を提供するとともに、院内

保育所を活用し、子育て中の職

員にとって働きやすい職場環境

を充実させることに努める。 

市民病院総務課 

２（３） ４９ 直接母子家庭等就業・自立

支援センターへの情報提

供は行っていないが、ハロ

ーワークに情報提供を行

っている。 

直接母子家庭等就業･自立

センターへの情報提供は

行っていないが、必要に応

じてハローワークに情報

提供を行っている。 

継続・推進 当課で行う求人は、基本的に教

員等免許要件があるが、必要に

応じて、ハローワークにも情報

提供していく。 

教職員課 

２（３） ５０ 平成 23 年度において、非

常勤職員等の新規雇用は

なかった。 

非常勤職員の雇用に際し、

母子家庭等就業・自立支援

センターへの情報提供は

行っていないが、市広報・

上下水道局 HP に掲載し、

情報提供を行った。 

継続・推進 非常勤職員等を雇用する際は、

ハローワークへの求人情報の提

供を行う。 

上下水道経営課 

２（３） ５１ 母子及び寡婦福

祉資金の貸付相

談（事業開始資

金） 

母子家庭の母及び寡婦に対し、新たに事業

を始めるために必要な費用として、事業開

始資金の貸付について相談に応じます。 

母子寡婦福祉資金（事業開

始資金）の貸付相談を行っ

た。 

母子寡婦福祉資金（事業開

始資金）の貸付相談を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

継続・推進 今後も貸付相談を実施してい

く。 

子育て支援室 
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（４）男女の均等な就業機会及び生活実態に合った雇用確保のための啓発活動の推進 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（３） ５２ 業務委託におけ

る総合評価方式

の入札導入によ

る雇用促進機会

の確保 

市が発注する業務委託の一部において雇

用・労働条件の確保や子育て支援などの評

価を加味した総合評価方式による入札に

より母子家庭の母などの雇用促進機会の

確保を図ります。また、その他の発注につ

いても、発注内容に応じて母子寡婦福祉団

体等への受注機会が増えるよう努めます。 

平成 23 年度は委託業務の

うち総務部発注の「庁舎清

掃業務委託」について、総

合評価入札方式を試行実

施し、母子家庭の母などの

雇用・労働条件の確保や子

育て支援などの取組を評

価に加味して落札者を決

定した。 

平成 24 年度は委託業務の

内、総務部発注の「安心と

輝きの杜施設総合管理委

託」及び環境事業部発注の

「枚方市東部清掃工場粗

大ごみ処理施設運転管理

等業務委託」について、総

合評価入札方式を実施し、

母子家庭の母などの雇

用・労働条件の確保や子育

て支援などの取組を評価

に加味して落札者を決定

した。 

継続・推進 今後も委託業務における総合評

価方式の入札を推進し、母子家

庭の母などの就職困難者に対す

る雇用促進機会の確保に向けて

取り組んでいく。 

総合契約検査室 

２（３） ５３ 商工会議所と連

携した雇用啓発 

北大阪商工会議所が事業者に対して発行

する会報に、母子家庭の母の就業支援を依

頼する記事を掲載し、就労に結びつけられ

るよう働きかけます。 

北大阪商工会議所が事業

者に対して発行する会報

に、母子家庭の母の修業支

援を依頼する記事を掲載

するよう働きかけた。 

北大阪商工会議所が事業

者に対して発行する会報

に、母子家庭の母の修業支

援を依頼する記事を掲載

するよう働きかけた。 

継続・推進 今後も母子家庭の母の就業支援

のため商工会議所と連携し雇用

啓発をしていく。 

子育て支援室 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（４） ５４ 「男女雇用機会

均等法」「パート

タイム労働法」等

の普及、啓発 

雇用の分野における男女の均等な機会と

待遇の確保及びパートタイム労働者や派

遣労働者の権利保障の推進のため、資料等

を配布して啓発を行います。 

男女共同参画週間事業と

して、関西テレビ報道部記

者等 3 人の講師を招いて

講演会を開催し市民への

啓発を重点化した。参加者

63 人。 

事業実施の際の国・府作成

のリーフレットの配布等

による啓発を行った。 

お仕事応援講座（全 4 回、

参加延べ 102 人）や「どう

して安いの？私の賃金～

女の労働問題～」（参加者

19 人）を開催し、啓発を

行った。 

また事業実施の際に、国・

府のリーフレットを配布

し啓発を行った。 

継続・推進 第 2 次男女共同参画推進計画に

基づき、取り組みを推進する。 

 

人権政策室 

２（４） ５５ 関係機関より送付される

資料等の配架及び関係各

課への配布を通じて啓発

を行った。 

関係機関より送付される

資料等の配架及び関係各

課への配布を通じた啓発

の実施。 

 

 

継続・推進 関係機関より送付される資料等

の配架及び関係各課への配布を

通じた啓発の実施。 

産業振興課 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

２（４） ５６ 女性の採用、職域

拡大等に関する

啓発 

男女間の格差を解消するための取り組み

として、採用、昇進などでポジティブアク

ションが行われるよう、資料等を配布して

啓発を行います。 

第 2 次アクションプログ

ラム」（平成 23～27 年度）

に基づき、すべての審議会

で女性委員比率が 35％以

上になるように、関係課と

連携し、目標達成に努め

た。 

女性比率 35％達成率：

51.5％ 

全体の女性委員比率：

37.7％ 

第 2 次枚方市男女共同参

画計画アクションプログ

ラム（平成 23～27 年度）

に基づき、すべての審議会

で女性委員比率が 35％以

上になるように、関係課と

連携し、目標達成に努め

た。 

女性比率 35%達成率：

53.8% 

全体の女性委員比率：

35.8% 

継続・推進 引き続き、すべての審議会で女

性比率が 35%以上になるよう、

関係課に働きかけ、目標達成に

向けて取り組む。 

人権政策室 

２（４） ５７ 関係機関より送付される

資料等の配架及び関係各

課への配布を通じて啓発

を行った。 

関係機関より送付される

資料等の配架及び関係各

課への配布を通じた啓発

の実施。 

継続・推進 関係機関より送付される資料等

の配架及び関係各課への配布を

通じた啓発の実施。 

産業振興課 
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施策目標３ 養育費の確保 

 

＜主な実績等＞ 

（１）養育費確保に向けた相談・経済的支援の実施 

<№58>相続、離婚、家庭問題、近隣問題、金銭貸借等日常生活で困ったことなど法律に関する問題について、弁護士、認定司法書士による法律相談を実施しました。 

<№61>母子自立支援員による窓口相談を行いました。 

 

（２）情報提供の充実 

 <№62、63>児童扶養手当や戸籍などの担当窓口等において、養育費確保についてのリーフレットやチラシの配布により情報提供を行いました。 

 

（３）養育費確保についての広報・啓発活動の推進 

<№65>養育費等についての正しい知識を周知するため、パンフレットを配付する等情報提供を行いました。 

 

（１）養育費確保に向けた相談・経済的支援の実施 

 

 

 

 

 

 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（１） ５８ 法律相談の実施 相続、離婚、家庭問題、近隣問題、金銭貸

借等日常生活で困ったことなど法律に関

する問題について、ひとり親等を含む相談

者に対し、弁護士、認定司法書士（市民相

談課のみ）による法律相談を実施していま

す。 

弁護士、認定司法書士によ

る法律相談 月・火・水・

金曜日  13:00～16:00  

実施  

弁護士、認定司法書士によ

る法律相談 月・火・水・

金曜日  13:00～16:00  

実施   

改善 より多くの市民の法律相談に対

応するため、弁護士による法律

相談の相談枠を増やすなど、充

実を図っていく。 

市民相談課 

３（１） ５９ 弁護士による法律相談（47

日・137 件） 

弁護士による法律相談（42

日・125 件） 

継続・推進 利用者の必要に合わせて、弁護

士による相談に応じ、利用者の

自立を支援する。 

人権政策室 

３（１） ６０ 母子及び寡婦福

祉資金の貸付相

談 

母子家庭になって 7 年未満の世帯に、養

育費の取得のため、裁判費用の貸付につい

て相談に応じます。 

母子寡婦福祉資金の貸付

相談を行った。 

母子寡婦福祉資金の貸付

相談を行った。 

継続・推進 今後も貸付相談を実施してい

く。 

子育て支援室 

３（１） ６１ 母子自立支援員

による養育費相

談 

母子自立支援員が受ける離婚前相談の中

で、離婚までの手続きや養育費取得につい

ての情報提供等を行います。 

 

窓口相談等で情報提供に

努めた。 

窓口相談等で情報提供に

努めた。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

子育て支援室 
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（２）情報提供の充実 

 

（３）養育費確保についての広報・啓発活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（２） ６２ 児童扶養手当や

戸籍などの担当

窓口等での情報

提供 

離婚届用紙を渡したり受け取ったりする

機会、あるいは児童扶養手当にかかる届け

出等の機会を捉えて、養育費確保について

のリーフレットやチラシを配布し、情報提

供を行います。 

離婚届等によりひとり親

となる場合に「ひとり親の

みなさんへのてびき」を配

布。年間離婚届約 1100 件

のうち未成年者がいる場

合のみ配布した。 

離婚届等によりひとり親

となる場合に「ひとり親の

みなさんへのてびき」を配

布。 

年間離婚届約1,100件のう

ち未成年者がいる場合の

み配布した。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

市民課 

３（２） ６３ 児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供を行

った。 

児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供を行

った。 

 

 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

年金児童手当課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

３（３） ６４ 啓発活動の推進 離婚の際には親権者を定めるとともに、養

育費の取り決めをすること、養育費の支払

いは子どもの親として当然の責務である

こと等を、広報等を通じて啓発します。 

相談者には養育費相談支

援センターのパンフレッ

トを配付する等情報提供

に努めた。 

相談者には養育費相談支

援センターのパンフレッ

トを配付する等情報提供

に努めた。 

継続・推進 今後も情報提供を行っていく。 子育て支援室 

３（３） ６５ 養育費の正しい

知識をパンフレ

ット等で周知 

養育費に関するパンフレットを作成し養

育費についての意識を啓発します。 

養育費に関するパンフレ

ットを窓口に配置した。 

養育費に関するパンフレ

ットを窓口に配置した。 

継続・推進 今後も意識啓発に努めていく。 子育て支援室 
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施策目標４ 経済的支援の充実 

 

＜主な実績等＞ 

（１）経済的援助の実施 

＜№70＞家庭等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やかな成長に寄与することを目的とし、中学校修了前の児童を対象に児童手当の給付を行っています（＜№66＞子ども手当の

給付は平成 24 年 3 月で制度終了）。＜№67＞児童扶養手当の給付（平成 24 年度 12 月末時点の受給者数 4,458 人）や、＜№68＞母子及び寡婦福祉資金の貸付相談を実施し、母子家庭等の生活の安定と自立の促

進を通じて、児童の健全な育成を図りました。＜№69＞また、生活困窮者に対し、生活保護を活用し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長しました。 

 

（２）経済的負担の軽減 

＜№71＞ひとり親家庭医療費助成を実施し、通院及び入院等の保険診療に係る自己負担分の一部を助成しました。 

＜№73＞経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費等負担すべき費用について必要な援助を行う就学援助費の支給や、＜№74＞幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図る幼稚園就園

奨励費補助金を交付し、教育の機会均等を図りました。 

＜№75＞教育の機会均等を図るため、経済的な理由のため学校教育法に規定される高等学校等に修学が困難な者に奨学金を支給しています。今後、国が検討している低所得世帯を対象とした返済が不要の奨学金

制度の創設の動向等を注視しながら、事業の見直しを検討していきます。 

 

（３）経済的支援に関する情報提供の充実 

＜№80＞「ひとり親のみなさんへのてびき」リーフレットを作成、関係窓口に設置しました。また、市のＨＰにもリーフレット内容を掲示し、情報提供を行いました。 

 

 

（１）経済的援助の実施                                                           

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（１） ６６ 子ども手当の給 

付 

中学修了前（15 歳に達する日以後の最初

の 3 月 31 日までの間にある者）までの子

どもを養育する者を対象として、子ども手

当の給付を行います。 

制度は平成 22 年度より開

始。平成 23 年 10 月の法改

正により支給額や制度の

内容に変更があり、それに

伴うシステム改修などを

行った。 

「子ども手当制度」は平成

2４年 6 月に同年 2 月、3

月分の手当支払を行い制

度終了。 

終了(完了） 平成 24 年 3 月をもって制度終

了。今後の支払は発生しない予

定であるが、遡っての支払取消

しがあった場合、返還請求およ

び国・府への交付金償還手続き

を行う。 

年金児童手当課 

４（１） ６７ 児童扶養手当の

給付 

父母が婚姻を解消した児童（18 歳に達す

る日以後の最初の３月 31 日までの間にあ

る者又は 20 歳未満で一定の障害の状態に

ある者）等を監護している母、父又は養育

者を対象として、児童扶養手当の給付を行

います。 

平成 23 年１2 月末現在の

受給者数は 4,413 人。離婚

等による母子家庭等の生

活の安定と自立の促進を

通じて、児童の健全な育成

を図れたと考える。 

 

 

平成24年12月末現在の受

給者数は 4,458 人。離婚等

による母子家庭等の生活

の安定と自立の促進を通

じて、児童の健全な育成を

図れたと考える。 

継続・推進 社会情勢の変化に伴い、母子家

庭等の生活や価値観が多様化す

る中、より適正な手当支給を目

指したい。 

年金児童手当課 
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（２）経済的負担の軽減 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（１） ６８ 母子及び寡婦福

祉資金の貸付相

談 

母子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定

と向上のために必要な貸付を行うことに

より経済的自立の助成・生活意欲の助長を

図り、あわせてその扶養している児童等の

福祉の増進を図ります。 

母子寡婦福祉資金の貸付

相談を行った。 

母子寡婦福祉資金の貸付

相談を行った。 

継続・推進 今後も貸付相談を実施してい

く。 

子育て支援室 

４（１） ６９ 生活保護の活用 生活困窮者に対し、困窮の程度に応じた必

要な保護を行い、その最低限度の生活を保

障するとともに、その自立を助長します。 

平成 23 年度末被保護世帯

数：5,231 世帯 被保護者

数：7,896 人（面接件数：

1,636 件、保護開始ケー

ス：880 件、保護廃止ケー

ス：594 件） 

平成 24 年度末被保護世帯

数：5,444 世帯 被保護者

数：8,115 人（面接件数：

1,675 件、保護開始ケー

ス：815 件、保護廃止ケー

ス：595 件） 

継続・推進 引き続き、生活困窮者に対し、

困窮の程度に応じた必要な保護

を行い、その最低限度の生活を

保障するとともに、その自立を

助長する。 

生活福祉室 

４（１） ７０ 

 

 

児童手当の給付 家庭等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やかな

成長に寄与することを目的とし、中学校修

了前の児童を対象に手当の給付を行いま

す。 

 不備書類未提出や更新手

続き未済で支給停止とな

っている受給者への督促

などを行い、手当の支給を

行うことで次代の社会を

担う児童の健全な育成及

び資質の向上に資するこ

とができたと考える。 

継続・推進 

 

(H24 年度 

新規事業) 

必要な手続きの案内を周知し、

引き続き適正に事務を行ってい

きたい。 

年金児童手当課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（２） ７１ ひとり親家庭医

療費助成の実施 

ひとり親家庭等の 18 歳に達した最初の 3

月 31 日までの子と、その子を監護する父

または母もしくは養育者に対して、通院及

び入院等の保険診療に係る自己負担分の

一部を助成します。 

ひとり親家庭に対し、申請

に基づいて医療証を発行

し、必要な時に必要な医療

を受ける機会の確保と経

済的負担の軽減を図った。

平成 23 年度の対象者の延

べ受診件数は 99,523 件で

あった。 

ひとり親家庭に対し、申請

に基づいて医療証を発行

し、必要なときに必要な医

療を受ける機会の確保と

経済的負担の軽減を図っ

た。平成 24 年度の対象者

の延べ受診件数は 98,429

件であった。 

 

 

 

 

 

継続・推進 現行のまま継続 医療助成課 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（２） ７２ 公共料金の減免

の実施 

母子および寡婦福祉法に定める女子で,児

童扶養手当受給者で、市民税非課税世帯に

は、水道料金・下水道使用料の基本料金を

免除します。 

平成 23 年度末 1,283 世

帯 

平成 24 年度末 1,227 世

帯 

継続・推進 市の福祉施策に基づき、迅速・

的確・適正に対応する。 

上下水道局お客さま

センター 

４（２） ７３ 子どもの教育・進

学援助の実施（就

学援助費） 

経済的理由により就学が困難な児童・生徒

の保護者に対し、学用品費等負担すべき費

用について必要な援助を行うことにより、

義務教育の円滑な実施を図ります。 

就学援助は小中学校全児

童生徒に対して 4 月始業

式時に申請書を配布。中学

校 1 年生を対象にしてい

た中学校新入学学用品費

を、小学校６年生時に中学

校入学準備金をして支給

した。就学援助は平成 23

年度 7,550 人認定。 

医療費(学校病に限る)の援

助については、援助件数が 

小学校 5,035 件  中学

校 1,552 件。 

就学援助は小中学校全児

童生徒に対して 4 月始業

式時に申請書を配布。中学

校 1 年生を対象にしてい

た中学校新入学学用品費

を、小学校６年生時に中学

校入学準備金をして支給

した。就学援助は平成 24

年度 7,419 人認定。 

医療費(学校病に限る)の援

助については、援助件数が 

小学校 4,807 件  中学

校 1,252 件。 

継続・推進 今後も、経済的理由によって就

学が困難な児童生徒の保護者に

対して、必要な援助を行う。 

学務課 

４（２） ７４ 子どもの教育・進

学援助の実施（幼

稚園就園奨励費

補助金） 

幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を

図り、幼稚園教育の振興に資するため、私

立幼稚園の設置者が在園児の入園料及び

保育料を減免した場合などに補助金を交

付します。 

6 月上旬幼稚園を通じて保

護者へ申請書配付。6 月上

旬保護者から幼稚園に申

請書提出。6 月下旬幼稚園

から学務課へ申請書等提

出。審査の上、1 月下旬各

幼稚園に交付決定。2 月上

旬幼稚園へ交付した。2 月

下旬、幼稚園から保護者

へ。 

交付人数  公立 78 人 

私立 4,407 人 

 

 

 

 

 

 

 

6 月上旬幼稚園を通じて保

護者へ申請書配付。7 月上

旬保護者から幼稚園に申

請書提出。7 月下旬幼稚園

から学務課へ申請書等提

出。審査の上、1 月下旬各

幼稚園に交付決定。2 月上

旬幼稚園へ交付した。2 月

下旬、幼稚園から保護者

へ。 

交付人数  公立 67 人 

私立 4,291 人 

継続・推進 目的の達成に向けて今後も効果

的・効率的に進めていく。 

学務課 
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（３）経済的支援に関する情報提供の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（２） ７５ 子どもの教育・進

学援助の実施（奨

学金） 

経済的な理由のため学校教育法に規定さ

れる高等学校等に修学が困難な者に奨学

金を支給することにより、教育の機会均等

を図ることを目的とします。 

4 月中に必要書類を提出し

た奨学生は、今年度も継続

して奨学金を支給する。6

月 1 日～6 月 30 日に新規

奨学生の願書を受付し、8

月に新規奨学生を決定。支

給は 9 月と 3 月。 

申請者 500 人 認定者 

344 人 

4 月中に必要書類を提出し

た奨学生は、今年度も継続

して奨学金を支給する。6

月 1 日～6 月 30 日に新規

奨学生の願書を受付し、8

月に新規奨学生を決定。支

給は 9 月と 3 月。 

申請者 476 人 認定者 

301 人 

改善・見直し 国が検討している低所得世帯を

対象とした返済が不要の奨学金

制度の創設の動向、及び他市の

動向を注視しながら、事業の見

直しを検討していく。 

学務課 

４（２） ７６ 子どもの教育・進

学援助の実施（交

通災害遺児奨学

金） 

交通事故により保護者を失った交通災害

遺児(小・中学生)に対し、奨学金を支給す

ることにより、交通災害遺児の健やかな育

成と福祉の増進に寄与します。 

年度当初に申請書を配布。

学校を通じて提出された

申請書を審査し、認定者を

決定。9 月と 3 月に支給し

た。 

給付人数 14 人。 

年度当初に申請書を配布。

学校を通じて提出された

申請書を審査し、認定者を

決定。9 月と 3 月に支給し

た。 

給付人数 22 人。 

継続・推進 今後も交通災害遺児の健やかな

育成と福祉の増進を図るため

に、引き続き実施する。 

学務課 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（３） ７７ 児童扶養手当や

戸籍などの担当

窓口等での情報

提供（再掲） 

離婚届用紙を渡したり受け取ったりする

機会、あるいは児童扶養手当にかかる届け

出等の機会を捉えて、経済的支援策を中心

としたひとり親家庭の支援サービスにつ

いての情報提供を行います。 

ひとり親となる場合に「ひ

とり親のみなさんへのて

びき」を配布。 

ひとり親となる場合に「ひ

とり親のみなさんへのて

びき」を配布。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

市民課 

４（３） ７８ 児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供をお

こなった。 

児童扶養手当証書発行時

等の機会に情報提供を行

った。 

継続・推進 今後も同様に情報提供を行って

いく。 

年金児童手当課 

４（３） ７９ ひとり親家庭医療証の申

請や交付の際に、「ひとり

親家庭医療 医療証の使

い方」を手渡す。また、「ひ

とり親のみなさんへのて

びき」は自由に取れるよう

窓口に常時設置している。 

ひとり親家庭医療証の申

請や交付の際に、制度の案

内「ひとり親家庭医療 医

療証の使い方」を手渡す。

また、「ひとり親のみなさ

んへのてびき」は自由に取

れるよう窓口に常時設置

している。 

 

 

 

継続・推進 現行のまま継続 医療助成課 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

４（３） ８０ 情報提供の充実 ひとり親家庭等に対する支援サービスに

ついてリーフレットを作成し、公的施設等

に設置します。また、広報を有効に活用す

るとともに、ホームページを開設し、イン

ターネットを使っての情報提供を行いま

す。 

「ひとり親のみなさんへ

のてびき」リーフレットを

作成し、市内の関係窓口に

設置している。市のＨＰに

もリーフレット内容を掲

示し、情報提供を行った。 

「ひとり親のみなさんへ

のてびき」リーフレットを

作成し、市内の関係窓口に

設置している。市のＨＰに

もリーフレット内容を掲

示し、情報提供を行った。 

継続・推進 今後もリーフレットや HP 等を

活用し、ひとり親家庭等に対す

る情報提供を行っていく。 

子育て支援室 
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施策目標５ ひとり親家庭等を支える環境の充実 

 

＜主な実績等＞ 

（１）情報提供・相談体制の充実 

＜№81＞ひとり親家庭等の自立を支援するため、母子自立支援員を配置し、生活の安定、自立のための各種相談（466 件）を行ったり、また、＜№84＞ひとり親家庭等情報交換事業として、講座「シングルマザ

ーのお気軽ミーティング」を定例実施（10 回・参加延べ 32 人）しました。また、＜№85,86,87＞仕事を休まずに相談や手続きができるよう、児童扶養手当現況届時期に、納税の相談日と合わせ、ひとり親家庭

医療証の更新手続きや保育所の入所相談等ができるよう窓口を開設しました。 

 

（２）地域全体のサポート体制の充実 

＜№92＞母子家庭・父子家庭から相談があった件について、必要に応じて、当事者団体と連携をとりながら相談をつなげたり、また、＜№94＞当事者団体への情報提供を行いました。 

 

（３）ひとり親家庭等の人権の尊重 

＜№96＞人権ケースワーク事業として、相談事案に応じた適切な助言や情報提供により、相談者が自らの判断で解決できるよう支援を行いました。また、＜№97＞男女共同参画推進事業として、「イクジイにな

ろう！～地域の子育て応援セミナー～」（参加者 11 人）や男女共同参画社会づくり支援講座「知ればトクする、イマドキ子育てお金事情」（参加者 18 人）を開催し、男女を問わず子育てに携わることについて、

市民意識の向上を図りました。 

 

（１） 情報提供・相談体制の充実 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（１） ８１ 母子自立支援員 

による相談 

ひとり親家庭等の自立を支援するため、母

子自立支援員を配置し、生活の安定、自立

のための各種相談、情報提供、福祉資金の

貸付事務（※母子及び寡婦のみ）等を行い 

ます。 

母子自立支援員の 

相談件数 

生活一般 192 件（9 件） 

児童    1 件  

生活援護 364 件 

その他   12 件  

計 569 件（9 件） 

※（ ）内は父子家庭相談 

母子自立支援員の相談件 

数 

生活一般 175 件（4 件） 

児童    5 件(1 件）  

生活援護 273 件（1 件） 

その他   13 件  

計 466 件（6 件） 

※（ ）内は父子家庭相談 

継続・推進 今後も母子自立支援員の相談を 

実施していく。 

子育て支援室 

５（１） ８２ 情報提供の充実 

(再掲） 

ひとり親家庭等に対する支援サービスに

ついてリーフレットを作成し、公的施設等

に設置します。また、広報を有効に活用す

るとともに、ホームページを開設し、イン

ターネットを使っての情報提供を行いま 

す。 

「ひとり親のみなさんへ

のてびき」リーフレットを

作成し、市内の関係窓口に

設置している。市のＨＰに

もリーフレット内容を掲

示し、情報提供を図る。 

「ひとり親のみなさんへ

のてびき」リーフレットを

作成し、市内の関係窓口に

設置している。市のＨＰに

もリーフレット内容を掲

示し、情報提供を図る。 

継続・推進 今後もリーフレットや HP 等を

活用し、ひとり親家庭等に対す 

る情報提供を行っていく。 

子育て支援室 

５（１） ８３ 男女共生フロ

ア・ウィルでの女

性相談の実施 

男女共生フロア・ウィルで、女性カウンセ

ラーが夫婦関係や子育てなど女性のさま

ざまな悩みについて電話や面接による相

談を行います。また、女性弁護士による 

法律相談も実施します。 

電話相談（103 日・677 件） 

生き方相談（123 日・533 

件） 

法律相談（47 日・137 件） 

電話相談（102 日･619 件） 

生き方相談（154 日・632 

件） 

法律相談（42 日・125 件） 

継続・推進 各種相談の特性を活かし、利用

者の必要に応じて電話・面接相

談から弁護士による法律相談ま

で、利用者の自立支援に資する 

相談事業を行う。 

人権政策室 
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体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（１） ８４ ひとり親家庭等 

情報交換事業 

ひとり親家庭になって間もない家庭は、生

活環境の変化が著しく、親自身が生活の中

で直面する問題にひとりで悩み、精神面で

も不安定な状況にあります。こうしたひと

り親家庭等が定期的に集い、交流や情報交 

換を行う場を設けています。 

講座「シングルマザーのお

気軽ミーティング」を定例

実施（9 回・参加延べ 33 

人） 

講座「シングルマザーのお

気軽ミーティング」を定例

実施（10 回・参加延べ 32 

人） 

継続・推進 今後もシングルマザー同士が集

い、気軽に情報交換や交流がで

きる場を男女共生フロア・ウィ 

ルで定期的に提供する。 

人権政策室 

５（１） ８５ 休日の窓口体制 

の開設 

仕事を休まずに相談や手続きができるよ

う、児童扶養手当現況届時期に、納税の相

談日と合わせ、ひとり親家庭医療証の更新

手続きや保育所の入所相談等ができるよ 

う窓口を開設します。 

平成23年 8月 28日に休日

開庁し、保育所の入所相

談、母子相談等を実施し

た。（受付件数 13 件） 

平成24年 8月 26日に休日

開庁し、保育所の入所相

談、母子相談等を実施し 

た。（相談件数 6 件 ） 

継続・推進 今後も同様に休日開庁し、受付 

を行っていく。 

子育て支援室 

５（１） ８６ 平成23年 8月 28日に休日

開庁し、児童扶養手当現況

届等の受付を行った。（受 

付件数：234 件） 

平成 24 年 8 月 26 日（日）

に休日開庁し、児童扶養手

当現況届等の受付を行っ

た。（受付件数：219 件） 

継続・推進 今後も同様に休日開庁し、受付

を行っていく。 

年金児童手当課 

５（１） ８７ 平成 23 年 8 月 28 日（日）

午前 9 時から午後 5 時 30

分の間休日窓口を開設し 

た。（受付件数１９１件）

（年 1 回開催） 

平成 24 年 8 月 26 日（日）

午前 9 時から午後 5 時 30

分の間休日窓口を開設し 

た。（受付件数１９５件） 

（年１回開催） 

継続・推進 現行のまま継続 医療助成課 

５（１） ８８ 相談窓口職員の 

資質の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談担当職員が相続、離婚、家庭問題、近

隣問題、金銭貸借等日常生活で困ったこと

について、ひとり親等を含む相談者に対

し、解決に向けての助言や情報提供を行う

ことができるよう研修の実施等を通じて 

資質の向上を図っています。 

生活相談に対応するため

に、各種研修会に参加した

り、日々の相談事例を通し

て個々のスキルアップを 

図っている。 

生活相談に対応するため

に、各種研修会に参加した

り、日々の相談事例を通し

て個々のスキルアップを 

図っている。 

継続・推進 引き続き、相談担当職員の研修

を重ねながら、市民の相談に対

応できるようスキルアップを図 

っていく。 

市民相談課 

５（１） ８９ 窓口職員がひとり親等に対し、心理的な面

にも配慮した対応を心がけるとともに、適

切なサポートを行うことができるよう、研

修の実施等を通じて資質の向上を図りま 

す。 

 

 

 

 

 

 

課内会議等で接遇研修を

実施すると共に、所外の研

修でも個々の学びを深め、

様々な事業の中で丁寧な 

対応に務めている。 

課内会議等で接遇研修を

実施すると共に、所外の研

修でも個々の学びを深め、

様々な事業の中で丁寧な 

対応に努めている。 

継続・推進 継続的な研修の実施・参加によ

り、職員の資質の向上に努める。 

保健センター 

５（１） ９０ 新任職員には、年度当初に

集中して研修を行い、2 年

目以降の職員も担当者会

議などで研修を行い窓口

でのきめ細やかな対応に 

努めている。 

新任職員には、年度当初に

集中して研修を行い、２年

目以降の職員も担当者会

議などで研修を行い窓口

でのきめ細やかな対応に 

努めている。 

継続・推進 現行のまま継続 医療助成課 
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（２）地域全体のサポート体制の充実 

 

 

 

体系番号 No.  

 

相談窓口職員の 

資質の向上 

 

 

窓口職員がひとり親等に対し、心理的な面

にも配慮した対応を心がけるとともに、適

切なサポートを行うことができるよう、研

修の実施等を通じて資質の向上を図りま 

す。 

 

H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（１） ９１ 職員に対しては、機会ある

ごとに研修を行い、資質の 

向上を図っている。 

 

研修開催回数 21 回 

参加延べ人数 913 人 

職員に対しては、機会ある

ごとに研修を行い、資質の 

向上を図っている。 

 

 研修開催回数 31 回 

 参加延べ人数 1,432 人 

継続・推進 課内会議等を利用して、関係法

令等の周知、面接等の技能向上

を図っている。今後も業務の適

正な執行が図れるよう研修を行

い、ひとり親世帯を含む保護世

帯に対する援助を進めていく。 

生活福祉室 

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（２） ９２ 当事者団体との

連携 

ひとり親家庭等への施策を効果的に実施

していくためには、母子寡婦福祉会、父子

福祉会及びＮＰＯ等の当事者団体との連

携が不可欠であり、必要に応じ連絡会議等

を開催していきます。 

母子・父子家庭からの相談

において、必要に応じて、

母子寡婦福祉会や父子福

祉会と連携をとって相談

をつなげている。 

母子・父子家庭からの相談

において、必要に応じて、

母子寡婦福祉会や父子福

祉会と連携をとって相談

をつなげている。 

継続・推進 今後も引き続き当事者団体と連

携していく。 

子育て支援室 

５（２） ９３ 校区コミュニテ

ィ協議会への支

援 

行政から地域へ情報を提供する際、枚方市

コミュニティ連絡協議会を通じて、必要に 

応じ、情報提供が行える場を提供していき

ます。 

   

 

－ 

 

   

      － 

継続・推進 行政から地域へ情報を提供する

際、枚方市コミュニティ連絡協

議会を通じて、必要に応じ、情 

報提供が行える場を提供してい

く。 

市民活動課 

５（２） ９４ 母子福祉推進員

への情報提供と

研修 

知事の委嘱により小学校区ごとに配置さ

れた母子福祉推進員について制度の周知

を図り、また、母子家庭の母等からの相談

等に対し適切な対応ができるよう、当事者

団体や NPO 団体との連携を図りながら、 

情報提供や研修を行います。 

平成 24 年 1 月 13 日、26

日、2 月 9 日、2 月 23 日の

計 4 回、母子福祉推進員や

民生委員・児童委員を対象

にひとり親家庭支援者講 

座を実施した。 

母子福祉推進委員が所属

する母子寡婦福祉会に対

し、必要に応じて情報提供

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続・推進 今後も引き続き情報提供や研修 

を行っていく。 

子育て支援室 
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（３）ひとり親家庭等の人権の尊重 

  

体系番号 No. 取り組み名 取り組み内容 H23 年度取り組み実績 H24 年度取り組み実績 今後の方向 具体的な今後の取り組み方策 所管課 

５（３） ９５ 人権啓発事業 ひとり親家庭等がその家族形態によって

差別や偏見を受けることがないよう、人権

尊重のまちづくりをめざし、講座や広報等

での啓発事業に取り組みます。 

人権が尊重されるまちづ

くりをめざして、○講座

「生きること」の開催及び

講座冊子の作成 ○人権

文化セミナーの開催 ○

人権週間事業の開催 ○

北朝鮮人権侵害問題啓発

週間事業 を実施した。

（延べ参加者：964 人） 

うち、[生きること]におい

て、「里親として子ども達

と歩んだ 30 年」をテーマ

とし開催。（参加者：48 人） 

人権が尊重されるまちづ

くりをめざして、○講座

「生きること」の開催及び

講座冊子の作成 ○人権

文化セミナーの開催 ○

人権週間事業の開催 ○

北朝鮮人権侵害問題啓発

週間事業 を実施した。

（延べ参加者：768 

人） 

継続・推進 枚方人権まちづくり協会と情報

交換や会議を開催しながら事業

内容を決定し、啓発事業を実施

する。 

人権政策室 

５（３） ９６ 人権ケースワー

ク事業 

本人が自分自身の力で解決できるような

支援をめざして、「人権ケースワーク事業」

として、「人権なんでも相談」を実施しま

す。 

相談事案に応じた適切な

助言や情報提供により、相

談者が自らの判断で解決

できるよう、支援を行っ

た。（延べ相談者：174 人） 

相談事案に応じた適切な

助言や情報提供により、相

談者が自らの判断で解決

できるよう、支援を行っ

た。（延べ相談者：205 人） 

継続・推進 積極的な PR に努める。ケース

診断会議を開催し情報の共有化

を図り、困難な事例について意

見交換を行う。 

人権政策室 

５（３） ９７ 男女共同参画推

進事業 

枚方市男女共同参画計画に基づき、市民意

識の啓発・向上を図るための講座の開催や

情報提供、相談事業を実施します。 

男女共同参画社会づくり

支援講座として、子育て真

っ最中のお父さん、お母さ

んのためのワークショッ

プ「子育て講座」（参加者

22 人）を開催し、家庭の

中での親のあり方やひと

りで子育てをする上での

悩みなどを参加者同士で

話し合うことで、いわゆる

「孤育て」防止を図った。 

「イクジイになろう！～

地域の子育て応援セミナ

ー～」（参加者 11 人）や男

女共同参画社会づくり支

援講座「知ればトクする、

イマドキ子育てお金事情」

（参加者 18 人）を開催し、

男女を問わず子育てに携

わることについて、市民意

識の向上を図った。 

継続・推進 ひとり親が子育てしながら働

き、生涯を通じて安心して健や

かに暮らせるよう引き続き、支

援講座や相談業務を行う。 

人権政策室 


	【完成版】表紙・目次
	【完成版】本文

