
平成２６年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【テーマ１】

市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　生活保護受給者については、一人ひとりの状況に応じた就労支援を
行うとともに、稼働能力の活用が充分ではない者等に中間的就労活動
支援事業（目標づくり、マナー講習、ボランティア活動等）を積極的に展
開し、生活保護法に規定する自立の助長を図っていく。また、平成２７年
４月施行の生活困窮者自立支援法に規定する事業を活用して、関係団
体や関係部局との連携による相談・支援体制の強化に努める。

生活福祉課

　就労意欲がある者に対する支援については、就労準備から就労定着
に至る過程において、基幹相談支援センター、障害者就業・生活支援
センター、指定特定相談支援事業者、就労訓練サービス提供事業所等
と連携し、先進事例や成功事例を研究するとともに、就労希望者に対し
適切な支援を行っていく。

障害福祉課

　市内中小事業者に対する障害者雇用への理解促進及び障害者個人
に対する職場へのマッチングなど、障害者の雇用促進となる環境整備を
行うため、秦野商工会議所等と連携していく。

障害福祉課

　求職者への働きかけとして、就職活動に必要とされる知識の習得や技
術を向上させるため、個別指導によるカウンセリングや就職支援セミナー
を開催しており、今後も雇用情勢を注視しながら内容の充実を図ってい
く。
　ジョブコーチによる直接研修方式については、関係機関と連携して先
進事例を研究し、障害者雇用の促進を図っていく。

商工課

　生活保護の事業については、法の主旨に沿った事業展開をしていく。
また、平成２７年４月施行の生活困窮者自立支援法に規定する支援事
業については、関係団体や関係部局と連携し、ニーズや動向を把握す
るなど支援体制の強化を図っていく。

生活福祉課

　生活保護受給者については、引き続き、ハローワークと連携を図り、就
労支援に努めていく。また、親から子へ引き継がれるといったいわゆる
「負の連鎖」が社会問題化していることを踏まえ、子どもへの進学等の学
習支援のほか、従来からの就労活動を中心とした支援内容から、より裾
野を広げ、社会での繋がりを結び直すための支援策の充実を図ってい
く。

生活福祉課

　公共職業安定所や地域就労支援センターとの連携を密にとり、関係機
関が実施している就労支援策を十分把握したうえで、それぞれの役割や
責任を明確にし、支援体制の強化に努める。

商工課

平成２７年１月２２日　行政経営課まとめ

　先述の多様な働き方に対し、実際の就労支援では「人と仕事のミス
マッチ」が生じている。
　就労支援における重要なポイントは、「雇用者への働きかけ」、「生活
困窮者への働きかけ」、「両者のマッチング」であり、この中で「両者の
マッチング」が対策面で大きな課題と考えられる。
　特に、障害者の雇用促進策として実施するジョブコーチによる障害者
と中小企業事業者との直接研修方式（マッチング）は、民間のノウハウに
学びながら、常に利用者が活用しやすい制度改善を図ること。

(3)　支援体制の強化

　法制度に基づく取り組みは、時として地域のニーズや課題に十分対
応することができない。この場合、制度の枠組みを踏まえつつ、秦野市
固有の課題に応じた事業展開が求められる。
　「生活困窮者自立支援法」のように、新たな制度施行が予定されてい
る場合、その施行に先駆け、秦野市ではどのような役割分担が可能か、
あらかじめ検証を進めておくこと。
　そのため、これまでの現状を把握するだけではなく、今後のニーズや
動向について、関係機関等と協力し、その実情を的確に把握すること。
これに合わせ、ケースごとに自立への経過や自立できなかった理由を
明らかにし、それらを関係部署で共有し、秦野市の実情に即した支援
体制を強化すること。

テーマに対する意見

テーマ１：生活困窮者の社会的・経済的自立に向けた支援

(1)　多様な就労問題への対応

(2)　就労支援の仕組みの改善

(4)　外部連携機関を含めた包括支援と事業評価の一体化

　生活困窮者において、一人ひとりが抱える就労問題は多様である。特
に多様な働き方とそれらに対応可能な雇用者側の受け入れ体制の構
築が必要である。
　そのため、就労支援策の先進事例やこれまでの成功事例を積み上
げ、生活困窮者の状況に応じた働き方につながる就労モデルの構築が
求められる。また、就労意欲がある者の意欲を損うことがないよう、ワンス
トップサービスでの相談・支援を強化すべく関係部局の連携を強化する
こと。

　生活困窮者が直面する課題は多岐にわたることから、支援の効果発
現までに、相当の時間と財源、さらにはマンパワーを要すため、行政の
みならず、関係機関の協力、地域社会や事業主などの理解が不可欠で
ある。
　そのため、生活困窮者の「負の連鎖」脱却後の望ましい姿など施策の
成果目標を予め設定したうえで支援策を講じること。
　特に公共職業安定所や地域就労支援センターなどで展開する就労
相談や就職面接会等の目的と効果を整理し、相互に連携可能なバック
アップ体制を強化すること。
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平成２６年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【テーマ１ 個別事業】

市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　増加傾向にある生活保護世帯に対して、限られた人員で効果的に事
業を行っており、生活困窮者の経済的自立に向けた相談業務や就労
支援の成果は徐々にみられるものの、一層の自立に向けた就労実現を
目指し、生活困窮者の支援施策を充実させること。特に若者世代への
就労支援の強化は喫緊の課題であり、個々のケースに応じたきめ細か
な就労支援相談に取組むこと。
　そのために、民間にノウハウを学ぶなど「人と仕事」のミスマッチについ
て、事業の改善を図るとともに、相談者にとってワンストップサービスとな
るような、関係各課や関係機関との連携を強化すること。また、来年４月
施行の「生活困窮者自立支援法」を見据えた、支援制度の構築に努め
ること。

　生活困窮者自立支援法（平成２７年４月施行）による「自立相談支援事業」との
連携により、それぞれの役割分担を明確にし、総合的な相談支援体制を整備して
いく。
　社会的居場所づくり支援事業の一環である「中間的就労支援事業」と併せた支
援体制を構築していく。

生活福祉課

　近年、本事業に係る相談者数、申請者数、及び就労者数は減少傾向
にあることから、本施策の役割を再度検証し、給付事業と貸付事業の連
携を視野に入れた、より効果的な支援策を検討すること。
　また、「生活困窮者自立支援法」の施行を踏まえた、現状の課題解決
に向けた事業内容の見直しや社会福祉協議会などの関係機関と協力
体制を強化し、個々の生活困窮者に適した支援ができるようセーフティ
ネットの構築を図ること。

　当該事業については、生活困窮者自立支援法（平成２７年４月施行）において、
必須事業に位置付けられているため、同法の規定に基づき、目的に則した給付
事業に取り組んでいく。
　社会福祉協議会で行っている貸付事業については、引き続き、同協議会と協力
体制の確保を図るとともに、生活困窮者自立支援法を踏まえ、より一層、同協議会
との体制強化等に取り組んでいく。

生活福祉課

　親から子への貧困の連鎖を断ち切るために、生活保護世帯の子ども
に対して学習支援を行うという取組みへのニーズは多く、期待も高い。
一方で、本事業は、学習支援と中間的就労支援が混在しており、目的
や効果が見えにくくなっているため、それぞれに見合う成果・効果指標
の設定と測定を行い、有効性や効率性を測れるような事業設計を行うこ
と。
　また、開始から間もない事業であることから、今後、活動の実績と課題
を常に分析し、学習支援を求める声に耳を傾け、教育委員会などの関
係機関と連携し、参加しやすい体制づくり、学習拠点の拡充やプログラ
ムに参加できない子どもへのフォローを視野に入れた事業の充実を図
ること。

　親から子へ引き継がれるといったいわゆる「負の連鎖」が社会問題化しているこ
とを踏まえ、引き続き、子どもへの進学等の学習支援を実施していく。また、本年
度において学習拠点を新たに設置し拡充を図ったため、今後は、対象生徒の参
加率の向上や対象範囲の拡大等の課題を整理し、関係機関との連携を強化して
事業の充実を図っていく。
　中間的就労活動支援事業については、従来からの就労活動を中心とした支援
内容から、より裾野を広げ、社会での繋がりを結び直すことを視野に入れた支援
策を講ずるとともに、事業の役割を明確にしていく。

生活福祉課

　障害者の就労支援を通じて経済的自立を促すという事業の必要性は
高い。そのため、障害者の就労準備～実習～就労～定着という寄り添
い型のワンストップ支援機能の確立や、自立支援協議会専門部会（就
労部会）と各種団体のハブ役となる市の役割などを明確にし、スピード
感を持って課題解決に向けた事業展開を図ること。

　就労相談、実習機会の提供や共同受注などを実施している障害者事業推進セ
ンターを中心に生活支援を含めた総合的な就労支援体制の整備を進めていく。
　また、専門的な視点から秦野市障害者支援懇話会就労部門（前「秦野市障害者
自立支援協議会専門部会（就労部会）」）からの意見や報告を受け、日々変化す
る障害者制度について、関係機関との連携を一層強化し、雇用促進につながる
事業を展開していく。

障害福祉課

　障害者雇用促進のための課題は、自立支援協議会専門部会（就労部
会）において、「関係機関との連携強化」、「秦野市内の就労支援セン
ター設置の検討」、「中小企業事業主への障害者就労の推進」など、課
題が具体的に示されていることから、速やかに課題解決に向けた事業
展開を図ること。また、本事業の有効性・効率性を具体的に定義づけ整
理し、一層の改善を図ること。

　秦野市障害者支援懇話会就労部門（前「秦野市障害者自立支援協議会専門部
会（就労部会）」）において示された障害者雇用の課題については、今後も意見を
取り入れながら研究し、課題を視野に入れた事業展開を図っていく。
　また、事業主の障害者就労に対する理解を深めるため秦野商工会議所と連携し
ていく。

障害福祉課

　本事業に対する事業主へのさらなる周知や積極的な事業実施が望ま
れることから、雇用促進法に基づく市内の法定雇用者数の全体を把握
したうえで、雇用促進施策の課題を整理するとともに、障害者雇用の拡
大とその理解を深めるため、中小企業者へ積極的に働きかけ、障害者
と事業主がジョブコーチを介しながら、現場でマッチングするなど新たな
研修機会の充実を図ること。
　なお、雇用促進法に基づく市内の法定雇用者数の全体ボリュームに
対し、障害者の新規雇用者数、継続雇用者数、あるいは、同事業者数
を定量的に把握・分析するとともに、障害者の法定雇用率を達成してい
ない事業主に対するアプローチ方法についても、課題として捉え、今後
の事業の方向性を検討すること。

　神奈川労働局と連携し、市内の障害者雇用状況を把握するとともに、障害者雇
用奨励補助金制度について、雇用実績のある中小企業事業主に通知するなど制
度利用の促進を図っていく。また、障害者の法定雇用率が未達成の事業主に対
するアプローチ方法については、神奈川労働局と連携する等により、その方法に
ついて検討していく。
　ジョブコーチによる直接研修方式については、関係機関とともに先進事例を研
究し、障害者雇用の促進を図っていく。

商工課

　中高年齢者就職支援セミナーや障害者就職面接会について、必要
性や有効性を検証したうえで、関係課や関係機関との連携を強化する
とともに、積極的な実情の把握に努め、市独自のセミナー等の開催など
事業内容の抜本的な見直しを検討すること。

　就職支援セミナー等について、関係機関と情報を共有し雇用情勢の実情や
ニーズを把握したうえで、内容を検討していく。また、セミナー等の実施後にアン
ケートを取るなど、求職者の視点から事業を分析していく。

商工課

　啓発のPRがどの程度有効なものであったか、各種啓発物の手法やそ
の効果を検証するとともに、当事者のニーズを把握し、個別具体的な情
報提供に努めること。

　他市の成功事例や障害者を積極的に雇用している事業者を比較・分析し、より
効果的な啓発方法を研究していく。
　また、関係機関と連携し雇用情勢を捉え、セミナーやカウンセリングにおいて求
職者への相談体制の充実を検討していく。

商工課

　近年、雇用環境が厳しくなっていることから、関係機関との連携を密に
とり、雇用情勢を把握するとともに、就労支援による就業機会を確保す
るなど就労者の労働環境の改善に努めること。
　また、事業の必要性は認められることから、事業の有効性、効率性を
示す指標を設定し、公費を負担する理由を明確にするため、委託理由
と委託による効果を明らかにすること。

　県との共催により各種講座や相談会を実施し、労働条件についてや、就職に必
要な知識や技術の取得についての情報を提供するとともに、公共職業安定所と
連携しながら、雇用の創出や就業機会の確保を推進し、就労者の労働環境の改
善に努めていく。
　また、雇用情勢などを踏まえ開催した講座等のニーズや効果を分析し、関係機
関と連携し、求職者への支援内容を柔軟に対応していく。

商工課

平成２７年１月２２日　行政経営課まとめ

１－⑤　自己選択・自己決定・自己実現を図るしくみづくり、自分らしい自立に向けた生きがいづくり、障害者雇用促進のための啓発活動の実施

１－⑥　障害者を雇用する事業所への補助、障害者を雇用する事業所への施設整備費融資、高齢者、若年者及び障害者の雇用促進

１－⑦　高齢者、若年者及び障害者の雇用促進

１－⑧　障害者雇用促進のための啓発活動の実施、就労環境の整備促進

１－⑨　労働関係機関との連携による労働環境の整備・改善の促進、求職者の就職支援及び就業機会の確保、「秦野ふるさとハローワーク」の利用促進等

テーマ１：生活困窮者の社会的・経済的自立に向けた支援

１－①　就労支援事業、生活相談・自立支援事業

１－②　住宅支援給付事業費

１－③　社会的居場所づくり支援事業費

１－④　民間社会福祉施設整備に対する支援、地域での暮らしを重視した支援体制の充実、障害者事業推進センターへの補助

個別事業に対する意見
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平成２６年度　行政評価結果に対する今後の取組方針【テーマ２】

市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　「青少年指導員、専門街頭指導員による巡回指導等」については、今
後も継続して、事業の充実に努めていく。
　また、社会環境の実態調査を実施している神奈川県や警察と協力し、
青少年の動向や地域の特性を把握し、継続性を持って青少年の非行防
止に努めていく。

こども育成課

　いじめ等の早期発見、早期対応に向けた取組みについては、「秦野市
学校・警察連絡協議会」を活用していじめの防止等の情報共有、共通認
識を図っていく。
　また、平成２０年度より開始した児童生徒が主体となって実施している
「いじめを考える児童生徒委員会」についても継続して取組み、内容等
を充実させていく中で「いじめをしない、させない」意識の醸成を推進し
ていく。

教育指導課

  本市のみならず県内各市の子ども会加入率は低下しており、共通の課
題と捉えている。この加入率低下を抑制するため、課題となっている「子
ども会役員への過度な負担」や「指導者の不足」等について子ども会の
組織及び運営方法、支援のあり方について検討していく。

こども育成課

　児童生徒の健全な行動に関する効果検証については、成果を数値化
して把握することは難しいが、毎年小学校６年生、中学校３年生の全児
童生徒を対象に実施されている「全国学力・学習状況調査」における生
活実態や意識調査の結果を活用しながら、分析、研究を深め、より効果
的な事業展開に努めていく。
　また、横断的な事業連携の工夫については、次代を担う青少年の健全
育成を進めるためのより良い環境づくりに向けて、関係機関はもちろん
のこと、家庭、地域がそれぞれの役割を担うことができるよう取組みを進
めていく。

教育指導課

平成２７年１月２２日　行政経営課まとめ

テーマに対する意見

テーマ２：次代を担う青少年の健全育成

(1)　地域社会と関係機関の連携

　地域社会の取り組みとして、青少年指導員、専門街頭指導員による巡
回指導等については、非行防止に一定の効果を上げている。
　特に、青少年を取り巻く環境は変化が激しいため、常にその実態把握
や動向を分析し、地域特性に応じて体制を強化し、継続性を持って青
少年の非行防止に努める必要がある。
　また、いじめ、不登校については、情報の氾濫やコミュニケーション手
段の多様化も影響し、その原因は多様かつ複雑である。
　そのため、早期発見、早期対応に向け、地域社会や関係機関との情
報共有を強化し、共通認識を高めること。なお、未然防止の観点から実
施している「いじめを考える児童生徒委員会」は、子どもたち自身で考
え解決する力を養うための人権教育であり、更にその充実と意識の醸
成に努めること。

(2)　地域社会における仕組みづくり

　少子高齢化、核家族化、両親の共働きなど、青少年をめぐる社会環
境の変化が進む中、家庭以外の人とふれあう機会は重要である。
　しかし、現在、子ども会を例に挙げれば、その活動は停滞し、地域社
会のつながりが希薄化（組織率・加入率の低下）している。そこでは子ど
も会活動自体が、地域社会の実情に即していないとも考えられる。
　そのため、改めて地域社会の実情を見直し、これからの子ども会活動
のあり方とその魅力づくりを再考すること。
　なお、子どもたちの交流や社会参加を促す体験活動として、地域リー
ダー養成のための事業展開を強化すること。

(3)　効果の検証と新たな事業展開

　青少年の健全育成施策は、主に「問題行動の予防と改善（対応）」と
「健全な行動の育成」から構成されている。
　この場合、前者は問題行動件数が計測され経年変化や全国・全県対
比が把握できるが、後者はそれらが示されないため効果検証が容易で
はない。
　しかし、事業実施における効果検証が必要なため、後者においてもア
ウトプット（活動）とアウトカム（成果）に分け、特にアウトカムの検証が可
能なデータ整備を行うこと。
　また、多様化する青少年課題については、縦割りによる法定の類似事
業が多くみられるため、横断的な事業連携を工夫すべきである。
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市としての今後の取組方針（見直し等の内容） 対象課等

　青少年指導員、専門街頭指導員による巡回指導等の取組みによ
り、非行防止に一定の効果を上げている。一方で、本事業の実績は
定常化しつつあることから、実情の把握や傾向を分析し、複雑化・多
様化する青少年非行の防止に努め、関係機関との連携を強化すると
ともに、地域の特性に応じた対応を視野に入れた体制づくりを進める
こと。

　青少年相談員及び専門街頭指導員による巡回指導をより強化し、継続
して実施していく。
　また、市行政内部はもとより、学校、警察、児童相談所等の関係機関及
び自治会、子ども会等の地域団体等と情報交換をしながら、現状や課題
を共有し、事件等が起きないよう予防するとともに、事件発生時の連携な
どを再確認し、非行防止を推進していく。

こども育成課

　これまでの子ども会活動は停滞傾向が見られ、加入率は年々低下
している。そこには、組織が地域社会の実情に即していないことや、
子ども会そのものの魅力が低下していることなどが指摘される。
　一方で、複数の地域では独自の活動が活発に行われていることか
ら、①子ども会の再定義、②自治体、自治会との機能分離（下請けの
軽減）、③各地区と連合子ども会の魅力アップなどを図るため、さらな
る青少年育成活動の促進に努めるとともに、先進事例を踏まえ、地域
特性に即した支援体制を構築すること。

　加入率の低下を抑制し、活動の活発化を図るため、積極的に青少年指
導員を各地区へ配置し、様々な地区活動の支援及び活性化に努めると
ともに、地域単位の子ども会との連携を強化していく。

こども育成課

　子どもたちの交流と社会体験活動の場を提供するなど、施設内外
において多様な事業を実施しているが、事業の効果が明確になって
いないことから、事業実施による子どもたちの反応を常に意識し、子
どもたちの声（事業評価）を確めながら、ニーズに応じた事業展開を
図ること。
　また、館内・外、自主・貸館事業など各種の役割や目的などを十分
整理するとともに、児童館では担えない機能を補足するなど、事業の
有効性、効率性を高めていくこと。

　各事業実施後のアンケート等により参加者の声を今後の事業に積極的
に反映させ、児童館との差別化を図りつつ、ニーズに即したより高度な事
業を展開していく。
　また、子どものための施設として大人の使用は制限し、単なる貸館では
なく、子どもたち同士の交流や社会体験ができる居場所として環境の整
備を進めていく。

こども育成課

　いじめ、不登校などの問題行動の発生は、極めて多様化、複雑化
しており、その都度、関係機関が協力し、適切な対応を図っている
が、完全に解決するには難しさがある。
　この場合、早期発見、早期対応が求められるが、未然防止の観点
から、関係機関と地域社会の協力体制の強化や「いじめを考える児
童生徒委員会」などのように子どもたち自身で考え解決する力を養う
ことが重要となる。
　そのため、様々な経験を地域全体で積み上げ、成果を共有するとと
もに、これからの取組みに着実に活かすための制度の構築を図るこ
と。
　また、いじめや暴力行為への対策が「未然防止→緊急対応→事後
指導」、あるいは「アセスメント→対処→改善」ということを意識し、施
策・事業体系や整合性に注意するとともに、各事業の有効性、効率
性を高めていくこと。

　いじめ・不登校の早期発見、早期対応に向け、地域や関係機関と情報
を共有し連携を強化していく。また、平成２０年度より開始した児童生徒
が主体となって実施している「いじめを考える児童生徒委員会」について
継続して取組み、内容等を充実させていく中で「いじめをしない、させな
い」意識の醸成を推進していく。

教育指導課

　人権教育を子どもたちの知識レベルで終わらせるのではなく、あら
ゆる場面で態度や行動に表れるような、人間の生き方の基盤となる人
権教育の推進に努めること。
　また、人権教育研修会で学んだことが教育現場でどのように活かさ
れているか、その効果を検証し、さらなる事業展開につなげていくこ
と。

　子どもたちに人権教育の目標である「自分の大切さとともに他の人の大
切さを認めること」を理解させるとともに、それが態度や行動に表れるよ
う、人権教育を充実させていく。また、学校ごとに人権教育をさらに計画
的に推進するために、人権教育全体計画の作成に取組んでいく。

教育指導課

　児童虐待は深刻化しており、未然防止・早期発見が急務であること
から、当該事業の周知と相談指導をより一層強化すること。
　この場合、関係各課、関連団体等が多岐にわたるため、これまでの
事例を踏まえ、協力体制を強化し、情報共有を前提に監視と防止の
網の目を構築していくこと。
　また、事業の有効性・効率性を図るため、課題のボリューム感が明
確となるよう、相談件数と継続案件などの指標も合わせて設定するこ
と。

　児童虐待防止については、関係機関へのポスター配布や自治会の回
覧により啓発しているが、これに加えホームページや広報はだのなどより
効果的な周知方法を検討し、広く市民への周知に努めていく。
　児童虐待の未然防止や早期発見ができるよう、現在実施している乳児
家庭全戸訪問事業及び親支援講座事業の充実に努めるとともに、関係
機関や関係団体で組織されている「はだのっ子すこやかネットワーク」を
積極的に活用し、協力体制を強化していく。

健康子育て課

　講演会や職員研修を実施しているが、設定された指標からは、事
業の有効性・効率性が高いとは言えないため、その必要性や効果を
再度検証する必要がある。
　また、「いじめを考える児童生徒委員会」との連携を視野に入れ、人
権教育とは何か、現在、何が求められているのか、更に本市独自の
取り組みとして何が必要なのかなどの視点から、改めて事業の見直
し・検証を行うこと。

　毎年講演会や職員研修実施後のアンケートにより、有効性や必要性に
ついて検証を行っているが、さらに効果のある事業にするため、市民や
関係団体等の意見を取り入れていく。
　また、子どもの人権については、人権施策推進指針に基づき事業を実
施しており、毎年人権施策推進懇話会より意見を求めているが、これに
加え本市に必要な取り組みについて関係課と連携し、事業の展開を
図っていく。

人権推進課

平成２７年１月２２日　行政経営課まとめ

テーマ２：次代を担う青少年の健全育成

２－①　青少年非行防止

２－②　地域・団体活動の推進

２－③　こども館の維持及び事業の充実

２－④　いじめ・不登校対策ほか８事業

２－⑤　道徳教育の推進・人権教育の推進、人権教育・男女平等教育の推進、人権教育担当者会の開催

２－⑥　こども相談

２－⑦　人権啓発・人権教育の推進（再掲）、子どもの人権の尊重

個別事業に対する意見
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