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内閣府委託調査 

地方版子ども・子育て会議の取組(市町村子ども・子育て支援事業計画)事例調査 

市区町村事例ヒアリング結果 

【神奈川県 横浜市】 
 

担当部署：こども青年局 

総務部企画調整課 

連絡先：045-671-4281 

 

１．子ども・子育て会議の進め方（工夫していること） 

①平成 27 年度以降の委員会・委員構成と委員数（特徴、委員構成上の工夫など）につい

て（予定可） 

・総会（本会議）の委員は 20 人。構成は、学識者 4 人、事業者・団体 14 人、市民委員 2 人で
ある。 

・公募の市民委員を含む多様な分野から委員（20 名）を選出しており、さらに 3 つの専門部会（子
育て部会、保育・教育部会、放課後部会）を設置して、より専門的な議論の実施を行っている。各
部会の構成は以下の通りである。 
子育て部会：委員 11 人（うち、学識者 1 人、事業者・団体 8 人、市民委員 2 人） 
保育・教育部会：委員 11 人（うち、学識者 3 人、事業者・団体 7 人、その他 1 人） 
放課後部会：委員 10 人（うち、学識者 1 人、事業者・団体 7 人、行政 2 人） 

・部会においては、総会の委員のほか、部会のみ参加する臨時委員も追加しており、より専門的な議
論を行っている。 

②平成 27 年度の本会議の開催予定数、会議の方針・テーマについて 

・平成 27 年度は 3 回の開催を予定しており、第 1 回は 5 月に開催した。第 1 回では、委員長及び
副委員長の選出、会議の運営について、各部会の所掌事項について、部会の委員、部会長の指名
などについて審議・検討を行った。 

・第 2 回は 10 月を予定しており、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」の推進及び点検・評価項
目について検討する。28 年２月までに、3 部会での検討を行い、その結果を第３回（28 年３月）
の総会にかける。 

・部会も合わせて 14 回位の会議を開催することを予定している。 

③本会議を効率的・効果的に進めるために、工夫していること 

・3 つの専門部会を設けているので、より専門的かつ、具体的な議論・検討ができるようになっている。 
・会議の場で委員から出た意見の、どこをどのように反映したか、そのことがわかるように説明も行っている
ので、意見がより活発に出るようになっている。 

・事業計画策定に当たり、各委員の意見やパブリックコメントで寄せられた市民の意見等を積極的に反
映することなどで、活発な意見交換・議論の雰囲気づくりを行っている。 

・本会議や部会の委員とは別に、例えば、認定こども園を運営している方を招いてヒアリングなども実施
している。委員からは、共通認識を持って会議に臨もうという意欲的な意見も多く出された。 

④本会議を運営するに当たっての課題について 

・各委員が多忙なため、日程調整が難航することが多く、全員の出席が困難な状況である。 
・当日、出席ができない委員からは、事前に意見をもらうなどの対応をしている。 
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２．子ども・子育て支援に関するニーズ把握（住民の意向把握）について 

①独自の調査の実施（対象者、調査項目、調査方法等）と活かし方 

・平成 25 年度に実施したニーズ調査は、未就学児と小学生の世帯、約 13 万世帯に送付し、回収
率が 45.6％、回収が 6 万世帯となり、全国的にも例を見ない大規模な調査を実施した。平成 20
年度に実施した次世代育成支援行動計画策定時の調査では、送付数が約 2 万世帯、回収率が
43.6％、回収数が約 9 千世帯なので、回収数としては 6 倍以上となる。これは、今回の計画が 18
区それぞれのニーズ（量の見込み）について、より的確に把握する必要があったため、サンプル数を多く
したことによる。 

・この他、青少年に関する既存調査結果なども活用している。 
・事業計画素案に対するパブリックコメントの実施の時期に合わせて「子ども・子育て支援新制度フォー
ラム」を開催し、本市の子ども・青少年施策や計画素案への意見集約の機会の一つとした。 

・事業計画素案に対するパブリックコメントの実施に際し、会議委員自らがＳＮＳを活用するなどして、
多くの子育て当事者の意見を集約した。パブコメは 2401 件の意見があり、その意見を受けて事業計
画の内容も修正している。パブリックコメントでは高校生などからも意見をいただいた。 

②平成 27 年度以降に予定しているニーズ把握手法や住民の意向・意見収集等について 

・施策・事業ごとに必要に応じてアンケートを実施する予定である。 

③ニーズ把握や住民の意向把握における課題について 

・事業計画の点検・評価に当たっては、必要に応じて市民ニーズの把握や利用者アンケートを実施した
りするなど、多面的な手法による点検・評価について具体的にどのように実施してくのか、子ども・子育
て会議において今後検討・議論していく。 

・事業計画ができた段階の 3 月の総会で、委員からは、アンケートだけではなく、住民同士で考えていく
ような仕掛けが必要である、との意見も出された。 

３．事業計画について 

①計画の（位置づけ・基本理念・目標などにおける）特徴について 

・支援事業計画は、「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」を継承し、子ども・子育て支援法及
び次世代育成支援対策推進法に基づく計画として位置付けることにより、幅広く本市の子ども・青少
年のための施策を推進していく事を目指している。また、子ども・青少年施策に関連する本市の各分
野の計画と連携・整合を図るとともに、今後策定される予定の計画についても可能な限り整合を図り
ながら、計画を策定している。計画の推進に当たっては、各計画との連携を十分に考慮し、新たな課
題や環境の変化にも対応できるよう、柔軟に施策を展開する。 

・「子ども・青少年にとって」の視点を計画の中心に据え、育ちの連続性を大切にし、乳幼児期から青
少年期に至る成長を長い視野でとらえていくことを念頭に置いて施策・事業を組み立てるとともに、地
域全体で子ども・青少年を育てる横浜を目指している。サブタイトルにも「子ども、みんなが主役」を掲
げ、子どもを中心に考えていくことが特徴である。パブコメでは委員の働きかけで、高校生の意見も聞く
ことができた。 

・事業計画では、保育所待機児童解消を継続するとともに、保育・教育の質の維持・向上、地域子
育て支援拠点事業や一時預かり事業など在宅子育て家庭への支援、放課後児童施策の充実な
ど、切れ目のない総合的な施策を推進していく。 

・子ども・子育て支援法に基づき、平成 25 年度に実施したニーズ調査結果を活用し、認定こども園、
保 育所、幼 稚 園等の「保 育・教育 」や、地域 子 育て支 援拠 点 事業 や放 課 後児 童クラブなどの「地
域子ども・子育て支援事業」に関する 5 年間の必要量の見込みやその確保方策を行政区単位で定
めている。 
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②計画実現にむけての推進体制・方法について 

・ＰＤＣＡサイクルを進めるため、区局が連携し、一丸となって着実に取組を進め、子ども・子育て会議
において、毎年度、実施状況の点検・評価を行うほか、必要に応じて市民ニーズの把握や利用者ア
ンケートの実施など多面的な手法を検討する。また、「自助・共助・公助」の考え方を大切にし、市民
の皆様に、子ども・子育て支援を自らの課題として捉えて取り組んでいただけるよう、幅広く意見交換
しながら計画を推進していく。 

③子ども・子育て支援新制度全般についての推進体制の工夫・方法について 

・新制度に関するリーフレットの作成、詳しい内容はホームページに掲載している。 
・新制度説明会の開催は、市民向けに昨年度 71 回、事業者向けに昨年度 34 回行った。今年度
は必要に応じて実施している。 

・広報よこはま（市広報紙）への特集記事を掲載した。（27 年５月） 
・市内の子ども・子育て関連施設や公共施設、市営バス、東横線車両等へ啓発ポスターを掲出する。
（27 年９月～） 

・事業計画では、「子育ても自助・共助・公助で」を掲げており、10 月に開催する「子ども・子育て支援
新制度フォーラム」では、参加した市民が子ども・子育て支援について考えるきっかけづくりの場としていく。
また、フォーラムの開催などを通じて、意見収集等を行う予定である(昨年も実施)。 

④事業計画における課題について 

・計画の点検・評価手法について、検討中である。 

４．子育て支援の具体的内容について 

①教育・保育の提供体制に関し、認定こども園の普及も含めて、基本的な考え方や計画の

具体的な内容について 

・待機児童解消や多様な保育・教育ニーズへの対応を図るため、既存の保育・教育資源を最大限に
活用するとともに、必要な保育所及び幼保連携型認定こども園、小規模保育事業などの地域型保
育事業等を整備する。 

・本市における保育・教育資源の柱の一つとして、認定こども園を推進するとともに、最終型として幼保
連携型認定こども園への移行を目指すことを基本方針とする。幼稚園から幼保連携型認定こども園
または幼稚園型認定こども園への移行については、引き続き、幼稚園から認定こども園への移行支援
を進め、全市を対象として設定するとともに、計画中間年（29 年度）で見直しを行うことを前提とす
る。 

・保育所から幼保連携型認定こども園または保育所型認定こども園への移行については、保育ニーズ
の増加が見込まれる当面の間は、移行に伴う 2・3 号認定にかかる定員の減少を避けることが必要で
あり、待機児童対策の観点から、移行について、1 号認定のニーズが充足していない区域を対象とす
るとともに、計画中間年（29 年度）で見直しを行うことを前提とする。 

②妊娠、出産から子育てまでの切れ目のない支援についての基本的考え方や方策について。 

・「横浜市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、引き続き、保育所待機児童解 消の継続や、保
育士確保や研修の充実などの保育・教育の質の維持・向上に取り組む。また、ニーズ調査で、初めて
の子どもが生まれる前に赤ちゃんの世話をしたことのない親が 4 人に 3 人を占めることなどがわかり、その
結果を踏まえ、妊娠期から乳幼児期までの切れ目のない支援に取り組む。利用者支援事業の母子
保健 型については検討 中であるが、在宅の子 育 て家庭への支援では、今年 度新たに、地域子 育て
支援拠点のサテライト整備や、全ての区（18 区）での利用者支援事業の基本型を展開する。 

・平成 31 年度までに、全ての小学校の「はまっ子ふれあいスクール」を「放課後キッズクラブ」に転換する
など、留守家庭児童を含む全ての児童を対象にした、安全で快適な放課後の居場所の確保に取り
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組む。 
・区役所と児童相談所とのさらなる連携強化や妊娠ＳＯＳ相談窓口の設置など、児童虐待対策を
総合的に進める。 

・市民が安心して子育てできる環境の整備と、子ども・青少年の健やかな成長を支援する取組を、これ
まで以上に幅広く推進していく。 

 

③子育て支援に関する理念や子育て支援施策の基本的考え方を示す条例や指針の有無と、

その内容について。 

・子 ども・子 育 て支 援 に関 する理 念 や子 育 て支 援 施 策 の基 本 的 な考 え方 については、「横 浜 市 子 ど
も・子育て支援事業計画」に記載している。 

・目指す姿は、未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せ
な生き方を切り拓く力、共に温かい社会をつくりだしていく力を育むことができるまち「よこはま」であり、実
現に向けて 6 つの基本的な視点を掲げている。 

○「子ども・青少年にとって」の視点での支援 
・子ども・青少年がそれぞれの持つ力を十分発揮するとともに、大人がその力を引き出し、社会全体
で子ども・青少年を育てていくため、全ての子ども・子育て施策において、子ども・青少年の視点に立
った施策・事業を展開する。 

○全ての子ども・青少年の支援 
・子ども・青少年の健やかな育ちを等しく保障するため、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援と
ともに、地域社会で成長する中で必要となる支援を誰もが受けられる環境を整えるため、全ての子
ども・青少年を対象する。 

○それぞれの成長段階に応じ、育ちの連続性を大切にする一貫した支援 
・子どもの育ちを支援していくために、子どもがそれぞれの成長段階に必要な体験を積み重ね、充実
した日々を過ごすことができるようにするとともに、それぞれの成長段階に応じた育ちや学びが連続性
を持って積み重なるよう、子どもの育ちに関わる大人、関係機関、地域が連携し、支援の連続性・
一貫性を大切にしていく。 

○子どもの内在する力を引き出す支援 
・子ども・青少年には、自ら育とうとする力、生き方を切り拓いていこうとする力が内在している。一人
ひとりが自分の良さや可能性を見つめ、自己肯定感を高めながら内在する力を自ら発揮することが
できるよう、大人が子どもに全幅の信頼を置き、その力を引き出していくという子ども・青少年への共
感のまなざしと関わりを大切にしていく。 

○家庭の子育て力を高めるための支援 
・子どもと関わり、育てることは、大人の生き方を豊かにしていくものである。そうした意識を醸成し、子
育 て家 庭 が安 心 して楽 しみながら子 育 てができるよう、妊 娠 、出 産 、子 育 てに対 する保 護 者 の不
安や負担を軽減するとともに、子どもと向き合い、成長を喜び合えるような家庭の子育て力を高める
ための支援を行う。 

○様々な担い手による社会全体での支援 ～自助・共助・公助～ 
・家庭や行政だけでなく、地域、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、企業など、社会におけるあ
らゆる担い手が、子ども・子育て支援や青少年育成を自らの課題としてとらえ、「自助・共助・公助」
の考え方を大切にしていく。全ての子ども・青少年に豊かな育ちを保障するために、様々な立場でそ
れぞれの役割を担いながら、社会全体で積極的に関わっていく。 

・様々な人たちが、課 題 認識から役 割の自覚、具体 的行 動 へと移行できるよう、子ども・子育て家
庭 とのつながりづくりや、交 流 ・活 動 への参 加 機 会 の確 保 、担 い手 を支 える仕 組 みづくり、支 援 機
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関・支援者の連携促進など、人材の発掘、育成にも一層注力していく。 

④地域子ども・子育て支援事業（13 事業）について（特色や地域課題の解決への生かし方

など） 

・妊娠期から乳幼 児 期までの切れ目 のない支援 、一時 預かりなど多様な保育・教 育 の場の確保 や、
各区に利用者支援事業の「特定型」と「基本型」の配置を実施し、きめ細やかな相談・情報提供な
どを行うことにより、多様な子育てニーズへの対応と充実を図る。 

・利用者支援事業「特定型」である「保育・教育コンシェルジュ」は、就学前の子どもの預け先に関する
保 護 者 の相 談 に応 じ、認 定 こども園 や認 可 保 育 所 のほか、横 浜 保 育 室 や一 時 預 かり事 業 、幼 稚
園預かり保育などの保育・教育サービス等について情報を提供しており、保護者のニーズと保育・教育
サービス等を適切に結びつけることを目的として、横浜市 18 区すべてのこども家庭支援課に配置して
いる。 

※横浜保育室は、児童福祉法に定める保育所（いわゆる認可保育所）ではないが、横浜市が独自
に設けた基準（保育環境・保育時間・保育料など）を満たしており、市が認定し助成している認可
外保育施設である。利用者には、保育料の軽減制度やきょうだい児多子減免制度がある。 

・利用者支援事業「基本型」としては、各区に 1 か所ずつ設置している地域子育て支援拠点において
実施予定で、26 年度は１区でモデル実施した。「基本型」では、当事者のより身近な場所で、子育
て家庭からの個別相談に応じ、家庭の状況やニーズにあった適切な地域の施設や子 ども・子育て支
援事業等の選択肢を提示し、円滑な利用へつなげる。 

・子育て中の保護者がリフレッシュできるよう、一時預かりの場の拡充を図るとともに、一時預かりの利用
を通じて寄せられる子育ての相談に対応するため、地域子育て支援拠点や親と子のつどいの広場等
の地域に身近な相談場所や行政機関等との連携を進め、在宅での子育て家庭への支援の充実を
図る。 

・全ての小学校で、はまっ子ふれあいスクールから放課後キッズクラブへの転換を進めるなど、放課後の居
場所を充実させる。 

・児童虐待 防止に関する広報・啓発、関係機関との連携強化、地域における児童虐待防止 のため
のネットワークづくりなどによる児童虐待対策の総合的な推進、児童を養育する家庭において、児童の
養育が一時的に困難になった場合に児童の短期的な預かりを行うことでの在宅支援の充実など、支
援が必要な児童への対策を進める。 

⑤自治体独自に実施する事業（13 事業以外）について。 

・保育所・幼稚園・認定こども園から小学校への円滑な接続を図るために、カリキュラムを作成している。
25 年度は 47％の実施率だが、31 年度末までには 65％を目指している。 

・青少年を支援する居場所づくりとして、青少年地域活動拠点を整備する。現状約 43,000 人が利
用しているが、31 年度までに約 142,000 人を目標としている。 

⑥子育て支援の具体的な内容に関する課題について 

・課題を抱えているのにどこにも繋がってない人にどうアプローチするか。ただし、このことを単独で検討する
のではなく、各事業の中で、このような人をどうするか、と言う事を念頭に置いて取組んでいく。 

５．事業の点検・評価･見直しの仕組みについて（今後の支援事業計画見直しに

当たって） 

①評価・見直しに対する考え方（着眼点・活かし方） 

・事業計画の点検・評価に当たっては、会議の各委員から「実績値の評価に加えて、数値だけでは把
握できない部 分 について、施 策 を推 進 していく過 程 の評 価 を行 ったり、必 要 に応 じて市 民ニーズの把
握や利用者アンケートを実施したりするなど、多面的な手法を検討すべき」との意見があり、事業計画
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にもその旨を明記している。 
・多面的な手法による点検・評価について、具体的にどのように実施してくのか、子ども・子育て会議に
おいて今度検討・議論するとともに、市民・関係者の皆様と幅広く意見交換しながら計画を推進して
いく。 

②評価指標の有無とその内容・方法（根拠）について 

・子ども・子育て支援事業計画では 3 つの施策分野があり、それぞれに基本施策が提示されている。そ
の基本施策ごとに、施策の目標・方向性、指標、主な事業・取組に関する直近の現状値、目標値
(31 年度末)を掲げている。例えば、基本施策①「乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切
れ目のない支援」では「放課後 19 時までの居場所づくり」が指標の一つであり、放課後キッズクラブの
整備率について、現状値 26％、目標値 100％にするという方向が提示されている。 

③評価の体制（内部評価、外部評価など）について 

・評価の点検・評価の体制としては、行政内部はもちろんのこと、子ども・子育て会議において、実績値
の評価に加えて、数値だけでは把握できない部分について、施策を推進していく過程の評価を行ったり、
必 要 に応 じて市 民 ニーズの把 握 や利 用 者 アンケートを実 施 したりするなど、多 面 的 な手 法 を検 討 す
る。 

④これまでの取り組みにおける成果（地域が変わってきたこと等） 

・事業計画検討の早い段階において、市民意見交換会を市内全区（18 区）で丁寧に実施したこと
により、未就学期だけでなく、放課後関連の意見、地域での子育て支援、ワークライフバランスに対す
る意見等、幅広い意見が集約ができた。 

⑤事業の点検・評価・見直しに関する課題について 

・多面的な手法による点検・評価の実施（現在、事務局で検討段階）。 

６．都道府県や関係機関との連携について  

①都道府県の支援体制やバックアップの現状、及び今後期待する支援等について 

・神奈川県主催による「市町村子ども・子育て支援新制度運用会議」（26 年度までは施行準備会
議）の開催による県と市町村間（各市町村の担当者）の意見交換による情報共有等を行ってい
る。 

・神奈川県とはこれまでも適宜意見交換をさせてもらい、連携している。協力体制を継続していきたい。 
・今後も、広域利用の際のルールづくりなど県内の市町村をとりまとめるような役割を期待したい。 

②関係機関・団体との連携状況と、連携における工夫・配慮などについて 

・事業計画の策定に当たって、子ども・子育て会議の各委員が所属する団体・グループ等のネットワーク
を生かした子育て当事者や支援者等の「生の声」を収集した。今後は、子育て当事者や支援者等と
連携して、地域社会全体で子どもや子育て家庭を支える機運を醸成していく。 

７．今後に向けて 

①子ども・子育て支援施策を推進する中で、財源を捻出するための工夫や、最も重要な課

題とその解決に当たっての方向性について 

・全ての子ども・青少年の支援。子ども・青少年の健やかな育ちを等しく保障するため、一人ひとりの状
況に応じたきめ細かな支援とともに、地域社会で成長する中で必要となる支援を誰もが受けられる環
境を整える必要がある。 
このため、子ども・子育て支援に関しても「自助・共助・公助」の考え方を大切にし、家庭や行政 だけ
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でなく、地域、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、企業など、社会におけるあらゆる担い手が、子
ども・子育て支援や青少年育成を自らの課題としてとらえ、相互に協力していくことが必要である。 

②子ども・子育て支援施策を推進する当たり、特に気をつけている点、配慮している点、

振り返ってみての苦労や工夫したこと 

・各 自 治 体 の規 模 や実 情 に応 じて、それぞれ取 組 を進 めているため、一 概 にアドバイスすることは難 し
い。 

③国への提言、あるいは期待すること 

・教育・保育、地域子ども・子育て支援事業等の新制度の推進に当たって必要な財源の確保を期待
したい。 

・新制度はスタートしたばかりであり、今後もさまざまな課題 が出てくることが想 定されるが、これまで通り
自治体の意見にも耳を傾け、課題の解決に当たっていただきたい。
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＜自治体の特徴（基本情報）＞ 

都道府県名：神奈川県 
市区町村名：横浜市 

ご記入者部署：こども青少年局 企画調整課 
ご記入者名： 

① 人口（2015 年５月１日 or４月
末） 

3,718,913 人（2015 年５月１日） 

② 面積 435.21㎢ 
③ 未就学児童数 186,940 人（2015 年１月１日）※0～5 歳 
④待機児童数 
 

2014 年 10 月時点 252 人 
2015 年 4 月時点 8 人 

④ 出生数 平成 25 年：3,0181 人 平成 26 年度：※不明 

⑤ 合計特殊出生率 平成 25 年：1.31   平成 26 年度：※不明 

⑥ 人口流出入数 平成 25 年：流入 133,553 人 流出 132,953 人 

平成 26 年：流入 130,105 人 流出 129,947 人 

⑧保育園・幼稚園・認定こどもの設置状況 
（2015 年 64 月時点） 

保育園：公立 86 件、私立 566 件 

認定こども園：計 18 件（公立 0 件、私立 18 件） 

(幼保連携型 16 件、幼稚園型 2 件、保育所型 0 件、 

地方裁量型 0 件) 

幼稚園：公立 0 件、私立 263 件 

⑨子ども・子育てを巡る自治体の特徴 子育て世代の就業状況、慣習、社会・文化的背景など 

○出生率は微増傾向にありますが、依然として少子化が進

展しています。 

○子どもの数の減少、三世代同居の減少、ひとり親家庭の

増加などにより、家族の規模が縮小しています。 

○未就学児のいる家庭における就労中の父親の帰宅時間

は、約 65％が 20 時以降となっており、その結果、平日に

父親が子どもと一緒に過ごす時間は、「ゼロから１時間ま

で」が４割以上と、父親に子どもと過ごしたいという希望

があっても、それが叶わない労働環境が多いという現状が

あります。 

○依然として、地域で過ごしたり、積極的に近所付き合い

をしたりする人が少ない状況です。 

○地域のつながりの希薄化が言われる一方で、市民の地域

や社会活動への参加意向は比較的高い状況です。 

○ひきこもりの青少年が少なくとも約 8,000 人、無業状態

の青少年が少なくとも約 57,000 人と推計されています。 

⑩子ども・子育て支援関連予算額（※） 平成 26 年度：228,814,773 円 

平成 27 年度：244,660,057 円 

⑪子ども・子育て施策を進めるための庁内
組織について 

庁内組織数：27 件（こども青少年局：19 件、区役所：18

件） 

（組織名称）：こども青少年局→下記の URL のとおり 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/action/outline
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/ 

区役所→こども家庭支援課（各区１部署） 

※庁内横断組織をもつ場合は、参画する部署名： 

 

地方版子ども・子育て会議運営の予算額： 

平成 26 年度 3,581 千円 

          平成 27 年度 3,573 千円 
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＜子ども子育て支援事業について＞ 

① 地域子ども・子育て支援事業（１３事業）について（子ども・子育て支援法５９条） 

 
事業名称 平成 25 年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

① 利用者支援事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

保育コンシェルジュ：保育・教育を希望

する保護者の相談に応じ、個別のニーズ

や状況に合った保育・教育の情報提供を

行い、利用につなげる保育コンシェルジ

ュ（専門相談員）を各区こども家庭支援

課に配置し、保護者のニーズと保育・教

育を適切に結び付け、子育て家庭への支

援を図るとともに、待機児童の解消につ

なげます。 

●平成２７年度の見込み量 

基本型：23 箇所 

特定型：18 箇所 

母子保健型：0 箇所 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

【基本型】23 か所、【特定型】18 か所 

② 地域子育て支援拠点事業 

18 箇所 

延べ利用者数 21,102 人（月間延べ） 

●平成２７年度の見込み量 

一般型：（※見込み量として算出していま

せん）、延べ利用者数：57,045 人／月、 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

【一般型】延べ利用者数：70,784 人／月 

③ 妊婦健康診査 

受診回数：372,490 回（年間延べ） ●平成２７年度の見込み量 

受診回数：376,340 回／年 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

受診回数：363,852 回／年 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

訪問世帯数：26,409 件(対象世帯の

85.9%） 

●平成２７年度の見込み量 

訪問世帯数：25,229 件／年(対象世帯の

87.4%） 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

訪問世帯数：24,100 件／年(対象世帯の

91.5%） 

⑤ 養育支援訪問事業 

 

【育児支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：4,135 回（年間延べ）、

ヘルパー実施回数：1,137 回（年間延べ） 

【養育支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：2,816 回（年間延べ）、

ヘルパー実施回数：4,599 回（年間延べ） 

●平成２７年度の見込み量 

【育児支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：4,527 回／年、ヘルパ

ー実施回数：1,713 回／年 

【養育支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：3,313 回／年、ヘルパ

ー実施回数：5,432 回／年 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

【育児支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：6,614 回／年、ヘルパ

ー実施回数：2,500 回／年 

【養育支援家庭訪問事業】 

家庭訪問実施回数：4,837 回／年、ヘルパ
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事業名称 平成 25 年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

ー実施回数：7,932 回／年 

⑥ 

 
 
 

子育て短期支援事業   

ショートステイ事業 

 

延べ利用者数：56 人（年間延べ） 

●平成２７年度の見込み量 

延べ利用者数：189 人／年 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

延べ利用者数：287 人／年 

トワイライトステイ事業 

 

延べ利用者数：1,212 人（年間延べ） 

●平成２７年度の見込み量 

延べ利用者数：3,642 人／年 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

延べ利用者数：5,526 人／年 

⑦ 
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育
て援助活動支援事業） 

延べ利用者数：45,799 人（年間延べ） ●平成２７年度の見込み量 

（※⑧一時預かり事業とまとめて算出し

ています） 

（※見込み量として算出していません） 

（※見込み量として算出していません） 

（※見込み量として算出していません） 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

※⑧一時預かり事業とまとめて算出して

います 

⑧ 一時預かり事業 

箇所、延べ利用者数：※下記のとおり 

【幼稚園預かり保育】延べ利用者数：

1,025,333 人（年間） 

【保育所等での一時保育】延べ利用者

数：159,389 人（年間） 

【24 時間型緊急一時保育】延べ利用者

数：2,022 人（年間） 

【休日保育（一時保育）】延べ利用者数：

476 人（年間） 

【乳幼児一時預かり】延べ利用者数：

67,804 人（年間） 

●平成２７年度の見込み量 

箇所（※見込み量として算出していませ

ん）、延べ利用者数：※下記のとおり 

【幼稚園預かり保育（１号）】延べ利用者

数：554,519 人／年 

【幼稚園預かり保育（２号）】延べ利用者

数：555,575 人／年 

【その他】延べ利用者数：365,351 人／年

（※⑦ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育て援

助活動支援事業）含む） 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

【幼稚園預かり保育（１号）】延べ利用者

数：582,178 人／年 

【幼稚園預かり保育（２号）】延べ利用者

数：697,435 人 

【その他】延べ利用者数：539,359 人（※

⑦ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業（子育て援助活

動支援事業）含む） 

⑨ 延長保育事業 

利用者数：5,888 人／月 ●平成２７年度の見込み量 

利用者数：11,017 人／月 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 
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事業名称 平成 25 年度実績（値） 

平成２７年度の見込み量と 
今後の方向性 

利用者数：21,278 人／月 

⑩ 病児保育事業 

17 箇所 ●平成２７年度の見込み量 

27 箇所 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

27 か所 

⑪ 
放課後児童クラブ（放課後児童
健全育成事業） 

登録児童数：11,761 人 ●平成２７年度の見込み量 

高学年：（※見込み量として算出していま

せん）、利用者数：5,657 人 

低学年：（※見込み量として算出していま

せん）、利用者数：16,902 人 

●今後の方向性（31 年度の確保方策） 

高学年：利用者数：7,334 人 

低学年：利用者数：17,129 人 

⑫ 
実費徴収に係る補足給付を行う
事業（新規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

類似・先行事業：無 

 

（具体的な事業内容・方針・見通しにつ

いて） 

今年度から実施しており、53 人/月を目標

としています。 

⑬ 

多様な主体が本制度に参入する
ことを促進するための事業（新
規） 

（類似・先行事業の有無とその内容） 

新規参入施設への巡回支援：保育所等へ

の新規参入事業者に対して、保育アドバ

イザー（嘱託保育士）が巡回し、相談・

助言等の支援を行う。（26 年度～） 

（具体的な事業内容・方針・見通しにつ

いて） 

今年度は、６施設を訪問する予定。 
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