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2. 市町村 

(1) 独自事業の掲載について 

市町村については回答数が多いことから、紙数の都合上、全てを掲載することは困難である

ため、記入のあった一部の事業を掲載している。また、記載は任意のため、記載のない市町村

が当該分野の事業を実施していないということではない点には、十分留意する必要がある。 

掲載した事業は、当該分野で同様の事業内容が多かったもの、実施市町村は少ないがユニ

ークな事業、事業内容・対象・事業規模の記載が具体的なもの等である。本調査は、事業名や

事業規模・予算までうかがっており、そうした情報も貴重なことから、市町村名も掲載している。 

内容については、概ね記載された通りに掲載しているが、分野については本調査の趣旨に

したがって掲載している場合がある。 

「独自事業」とは、自治体の単独予算で実施されている特色のある事業を想定して記述をお

願いしたもので、国や都道府県の補助事業への上乗せ補助等も含めて記入していただいた。 

(2) 地域子育て支援 

地域子育て支援センター、つどいの広場といった国補助事業及び類似事業を除く「地域子

育て支援」について記入していただいた。相談、交流支援、情報提供、サークル育成、一時保

育等等のさまざまな事業が実施されているが、市町村によって実施事業は異なっている。 

記入内容をみると、交流事業を実施する自治体が多く、子どもの年齢によって乳児、幼児、

学童年齢等別に事業を実施している自治体が多い。 

事業費は 0 円から数十万円、数百万円単位と幅が広いが、一千万円を超える事業はまれで

ある。 

分野：②地域子育て支援 
市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 

室蘭市 

室蘭市子育て相談夜

間ホットライン 

＜実施場所＞社会福祉法人室蘭言泉学園児童養護施設わ

かすぎ学園 

＜実施日：時間帯＞相談日：月曜日から金曜日まで、時間

帯：17 時から 22 時まで、その他：22 時以降は留守電、FAX

で受付 

＜職員体制など＞電話相談専用電話を設置、有資格の電

話相談員が従事する 

全市 1,252 

北海道 

帯広市 

キッズルーム、菜の花 高齢者下宿「菜の花」の場で実施、毎週木曜 10：00～15：

00、保育所併設の子育て支援センター（公立）、子育て支援

担当保育士 2 名 

在宅の親子対象、公

立で 1 か所、423 組利

用 

56 

北海道 

石狩市 

まちかどサポートセンタ

ー運営支援事業 

放課後児童会運営事業、ミニ児童館事業、乳幼児をもつ親

子の交流、公民館、会館も利用、1 回/週程度、専門職員が

いる所とサークル的なところがある 

平成 16 年度は 7 団体

利 用 人 数 月 平 均 約

540 人 

2,951 

北海道 

上富良野

町 

サークル育成 育児サークルへの育児指導、託児など。実施場所－公共施

設、実施日－不定期（各サークル月 2～3 回）、職員体制－

臨時保育士 2 名雇用 

11 サークル児童数約

200 人 

450 

青森県 

野辺地町 

学童親子クッキング事

業 

小学生と親の対象に食の大切さを調理を通じて指導する、指

導は町食生活改善推進委員、夏休みに 3 日間実施、公民館

などで開催 

小学生と保護者 30 

青森県 

三戸町 

絵本のまちづくり 絵本プレゼント（町出身漫画家馬場のぼる氏の絵本）・絵本

講演会・絵本読み聞かせ・読み聞かせボランティアの育成 

 2,443 

岩手県 

陸前高田

市 

保育所地域活動事業 市内公立保育所、法人保育園（世代間交流、異年齢児交

流）、年数回実施 

10 か所 9,950 

宮城県 

富谷町 

子育て懇談会 実施場所：福祉健康センター、実施日・頻度：3 回シリーズで

実施し、育児サークルを立ち上げた、職員体制：栄養士、保

健師、保育士 

地区限定、1 歳 6 か月

～未就園児とその保護

者 

76 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

宮城県 

石越町 

一時保育 石越町子育て支援センター、月～金（午前 8：30～午後 5：

00）予約制で随時受付、H16 年 4 月～2 月現在利用延べ人

数 102 人、保育士 2 名体制、H17 年 4 月から石越保育所に

て実施予定 

1 か所、石越町民 1,378 

宮城県 

河北町 

河北町少子化対策推

進事業費補助金交付

子育てサークル及び子育てボランティア団体などの育成に関

する事業、講演会、座談会、研究会などに対し、補助金を交

付 

5 サークル、150 人 350 

秋田県 

大潟村 

子育てサポーター事業 子育て中の親が安心して社会活動に参加できるようサポータ

ーを育成し、子育て相談や託児を行う 

22 人 195 

山形県 

飯豊町 

子育て総合相談窓口

設置 

福祉課に総合相談窓口を設置、職員 2 名兼務   

福島県 

郡山市 

市政きらめき出前講座 担当スタッフが公民館などの会場に出向き、サークルなど団

体にリトミック手づくりおもちゃの製作指導などを行う。通年、

月 3～4 回、支援センター2 名で対応 

市内で活動している 10

名以上の団体 

25 

福島県 

喜多方市 

幼児クラブ 児童館 4 月～翌年 3 月（学校長休業期間を除く）火曜日また

は木曜日の午前中、児童厚生員 1 名～2 名、幼稚園入所前

の幼児と保護者の交流支援及び情報提供、会費制月額

1000 円 

火曜日 4 か所、幼児（2

～3 才）51 名保護者 51

名、木曜日 4 か所、幼

児 67 名保護者 67 名 

 

 楽々子育てメーリングリ

スト 

パソコンメールによる会員同士の子育てに関する情報交換の

場。・メールは 24 時間受付可能。・不定期に保健センタース

タッフより子育てに関する情報を提供、参加費無料、通信料

個人負担 

喜多方市民で乳幼児

子育て中で利用規則

を遵守できる方 

 

 ママだってなんでもや

ってみ隊 

喜多方プラザ・5 月～翌年 3 月（月 1 回～2 回）・社会教育指

導員 1 名・お母さん方が集中して受講できるよう託児室を設

けている。学習会では子育てに関する講義やお母さん方がリ

フレッシュしていただく内容である。また子育て情報交換の

場、会費（年）2500 円 

1 か所、子育てされて

いる方 18 名 

120 

福島県 

西会津町 

E メールによる育児相

談 

趣旨：妊娠、出産、育児に関する相談を随時受け付け、様々

なニーズに対応する。内容：相談者が自宅のパソコンや携帯

電話からメールを送信する。毎朝 1 回担当者がメールを確認

し、対応する。 

 0 

茨城県 

土浦市 

チャレンジクラブ事業 各公民館などを会場に 1 年を通して年 10 回程度、異なった

年齢の子どもたちによるグループでさまざまなテーマの体験

学習を実施。 

市内各地区公民館 7

箇所にて実施。各地区

30 名程度募集。 

2,100 

茨城県 

龍ヶ崎市 

思春期保健福祉体験

事 業 (Learning baby 

science) 

場所：保健センター、保育園、日程：1 コース 3 講座、スタッ

フ：保健師、助産師、保育士。妊婦、乳幼児との交流、参加

者間交流 

中 1、2 の生徒 20 人 5 

茨城県 

波崎町 

子育てを楽しむ料理教

室 

子育て中の母親を対象に 1～4 歳事の子どもを子育てサポー

ターに預け、リフレッシュ、料理教室を楽しむと共に食育につ

いて指導する。料理受講中は町がサポーターを提供し料金

は町で負担 

女性子どもセンター、

矢田部公民館、年 1 回 

30 

茨城県 

霞ヶ浦町 

ウィークエンドコミュニ

ティ事業 

週末家族や地域の人と一緒に参加できるような日常では経

験できない体験学習として週末の子ども向け事業 

就学児童、1 か所 1,000 

茨城県 

石下町 

子どもの居場所づくり

「石下町地域子ども教

室」 

平成 16 年 5 月から平成 17 年 3 月・年間 50 回実施毎週土

曜日 10：00～12：00・読み聞かせボランティア・手話ボランテ

ィア・ちぎり絵ボランティア・一般ボランティア・担当職員・実行

委員会を年 6 回開催し内容などの検討、進捗状況報告をす

るなど、楽しい居場所づくりを推進している 

石下町地域交流セン

ター（1 か所）1000 人 

1,028 

栃木県 

鹿沼市 

一時保育 乳幼児を持つ親が学習する際、その時間一時的に子どもを

預かる。（主に行政機関が開催する教室、講座時）。一時保

育グループ「えくぼ」に委託 

 350 

栃木県 

小山市 

子育ておしゃべりサロ

ン 

1 小学校余裕教室、毎週水曜 9：30～13：00、家庭教育連絡

会へ委託 

2 間々田公民館、毎週水曜 9：00～16：00、地域団体へ委託

2 か所 1,206 

栃木県 

壬生町 

託児ボランティア 生涯学習館で実施している講座参加者の子どもの一時保

育。講座開催期間週3 日の2 時間(10:00～12：00）、託児ボラ

ンティア 17 名 

1 箇所、託児ボランティ

ア 17 名と地元高校生

の体験学習で対応 

201 

群馬県 

桐生市 

子育てサロン 市立保育園 8 園・月、水、金（午前 10 時～12 時）・地域の未

就園児と保護者に遊び場交流の場を提供し子育て支援を図

る。・各保育園の保育士が担当 

8 か所、のべ 8859 人

（Ｈ15） 

237 

埼玉県 

さ い た ま

市 

子育てサロン 実施場所：さいたま市立生涯学習総合センター、毎月 2 回、

市民から養成した子育てサロンサポーターを中心に運営 

乳幼児の子どもを持つ

母親と子ども、1 回平

均 60 名 

132 

 子育てサロンサポータ

ー養成講座 

実施場所：大東、本太、谷田の地区公民館、5 回、17 年度の

子育てサロン実施に向けて子育てサロンサポーターを養成

子育て支援に関心の

ある主婦層 

205 

 子育てママのためのIT

講習会 

実施場所：さいたま市立生涯学習総合センター、2 回、さいた

ま市子育て支援ネットワークとNECなどとの協働、事業費は、

予算は NEC 

乳幼児期の子どもを持

つ母親と子ども、20 名 

0 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

埼玉県 

川口市 

アドベンチャープレイ

事業 

実施場所：前川第 6 公園、南平児童交通公園、実施日・頻

度：火、水、木、土曜日の 10：00～17：00。春・夏休み期間中

は金曜日も含む、内容：遊び指導や遊具の貸出プレイリーダ

ー養成講座、わんぱくスクールまつりなど、各種イベントを実

施、職員体制：担当職員 1 名、臨時指導員 6 名、春・夏休み

期間アルバイト 4 名、地域ボランティアプレイリーダー登録者

71 名 

2 か所、平成 15 年度利

用者数 33445 人 

19,067 

埼玉県 

秩父市 

秩父市父子手帳「お父

さんの子育て日記」の

作成、配布 

お父さんに妊娠や育児について正しく理解していただき、育

児に参加していただくためと児童との思い出づくりのための

手帳 

3000 部作成して母子

健康手帳とともに配布

（無料） 

450 

 一時保育無料利用券

配布事業 

どのような理由でもお預りする秩父市一時保育事業の利用

促進と両親への出産祝として、一時保育無料利用券を配布

乳幼児医療費申請時

にこども課窓口にて全

員に交付。市報に一時

保育無料券をつけて、

全戸配布 

0 

埼玉県 

狭山市 

ワイワイ広場事業 身近な公園などに保育士が出向き手遊びやパネルシアター

などを通じて親子とふれあい、親同士の交流を促進するとと

もに子育ての相談や情報提供を行う。週 2 回実施 

月 1 回程度 0 

 産後ヘルパー派遣事

業 

出産直後の保護者のいる家庭に対し、家事、育児などの援

助を行う。財団法人に運営委託 

出産もしくは退院した

日の翌日から 4 か月ま

での期間で 大 20 日

まで。 

1,150 

埼玉県 

鶴ヶ島市 

双子ちゃん、三つ子ち

ゃんパパ＆ママの集い 

実施場所：保健センター、実施日・頻度：月 1 回、運営・職員

体制：保育士 2 名、保健師 1 名、内容：親子遊び、情報交換

多胎児の親子、多胎

児の妊婦 

0 

埼玉県 

三芳町 

「あそびのへや」児童

館事業 

実施場所：児童館 3 館 

内容：年間を通して親子のふれあいを深め、友達の輪を広げ

ることにより、お子さんの健全な発達を促すことを目的とする

各 20 組 273 

埼玉県 

毛呂山町 

赤ちゃんサロン 子育てに関する相談・親子の交流（子育てアドバイザー）簡

単なゲームなど・子育てに関する情報提供（保健師） 

生後 3 か月～1 才 3 か

月の第 1 子を持つ親と

子 

60 

埼玉県 

大利根町 

英会話事業 わらべ第 1・2 保育園、年間 25 回、業者委託によりネイティブ

講師による事業 

2 か所、2 園で 95 人 787 

千葉県 

千葉市 

子どもホームページ開

設事業 

子ども関連情報を提供するホームページを運営している、子

ども特派員となった小学生より情報を提供してもらっている 

子ども保護者など 588 

 学校・家庭・地域連携

まちづくり推進事業 

各中学校区ごとに学校・家庭・地域が連携し、子どもの願い

や地域の特色を生かした活動を推進し、子どもたちの地域へ

の愛着を育む 

市内 56 中学校区 11,116 

 育児サークル支援及

びリーダー育成 

従事場所保健センター、公民館、自治会館など。従事者保

健師、保育士、栄養士、歯科衛生士など。 

70 サークル、実施予定

回数 505 回/年 

398 

千葉県 

柏市 

地域ぐるみの子育て支

援事業（母と子のつど

いなど） 

市内の近隣センターなどにおいて月 1 回、地域での友達づく

りなどを支援するため集いを行っている。柏市民健康づくり推

進員などの制度ボランティアと協力して運営し、保健師、歯

科衛生士、栄養士による育児講座や育児相談も行っている。

事業費は、他事業分も含む 

妊婦から 1 才 6 か月児

くらいまでの子どもと保

護者 

Ｈ15 年延べ 11661 人、

市内 19 か所、平均 20

組くらい 

9,719 

 柏市民健康づくり推進

員活動 

赤ちゃんからお年寄りまでの健康づくりの身近なサポーター

として、地域ぐるみの子育て支援活動を行っている。また妊

婦さんや赤ちゃんのいる家庭へ声かけ訪問を行い、安心して

妊娠、出産、育児ができるよう話相手になったり、母子保健制

度の案内なども行う。 

市内約 360 人が柏市

民健康づくり推進員と

して活動。Ｈ15 年 6148

件声かけ訪問を実施 

13,324 

 地域子育て支援 公立 21 園私立 4 園・実施日は各保育園による・親子の交流

遊びの情報提供・育児相談・職員の配置なし 

公立 21 園私立 4 園人

数は各園による 

5,124 

千葉県 

鎌ヶ谷市 

子育てサポーター育成

事業 

総合福祉保健センター、1 回（3 日間）、子育て支援センター

職員 

市民 30 人程度  

千葉県 

岬町 

子育てヘルパー派遣

事業 

小学校就学前の児童のいる保護者が出産や病気の時、家

庭に伺い育児や家事を援助する。 

午前 8：00～午後 6：00、年末年始（12/29～1/3）を除く。 

利用料金-1 時間 700 円 

利用登録申請、岬町社会福祉協議会へ業務委託。 

利用登録者数 7 名 225 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

東京都 

港区 

家庭教育学級 幼稚園に就園前の子どもを持つ保護者を対象に家庭教育学

級（講座）を保育つきで実施 

講座：「見つめてみよう！家族、子育て、自分のこと」「はじめ

のい～っぽ！」「こどもの育ち応援隊」 

「見つめてみよう！家

族 、 子 育 て 自 分 の こ

と」：1 歳児を持つ保護

者、またはテーマに関

心のある方定員15名、

申し込み 21 名、決定

18 名、参加のべ 41 名 

「始めのい～っぽ！」：

6～12 か月児を持つ保

護者、またはテーマに

関心のある方。店員 20

名、申込み 43 名、決

定 24 名、参加のべ 62

名。 

「 子 ど も の 育 ち 応 援

隊」：2～3 歳児を持つ

保護者、またはテーマ

に関心のある方。店員

20 名、申込み 21 名、

決定 21 名、参加のべ

41 名 

1,506 

 家庭教育学級（自主） 港区立幼稚園小中学校の各ＰＴＡや社会教育関係団体に登

録している子育てグループが自主的に企画、運営する保護

者を対象とした「家庭教育について知識を深める講座に対

し、講師謝礼（1 団体につき上限 2 万 5 千円）を助成 

港区立幼稚園、小中

学校の各ＰＴＡや社会

教育関係団体に登録

している子育てグルー

プ 

800 

東京都 

新宿区 

区民とつくる子育て情

報局 

区民と協働で子育てに関する情報についてワークショップを

行い、わかりやすく使いやすいホームページをつくる。 

区民 4,656 

東京都 

墨田区 

児童養育家庭ホーム

ヘルプサービス事業 

利用要件：保護者が一時的疾病（出産後も含む）または、ひ

とり親となってから 2 年以内などで家事または育児などの日

常生活に支障をきたしているとき 

対象者：義務教育終了前の児童を扶養している家族の保護

者 

利用期間：3 か月の期間以内 

費用：所得に応じて自己負担 

ヘルパー派遣会社 5

社へ委託 

2,794 

東京都 

品川区 

生活支援型一時保育

「オアシスルーム」 

在宅家庭の子どもを一時預かり（就労以外なら利用要件問わ

ず）8：30～5：30、1 時間 500 円年間 50 日まで（有資格保育

士、2 人加配） 

37 園中 5 園で実施、1

日 6 人まで対応 

35,667 

東京都 

世田谷区 

子どもの危険回避プロ

グラム「初めてのいって

いきます！」 

小学校などへの入学を予定している幼児に対し、子ども自身

の危険に対処する能力の向上を図るプログラム。大声を上げ

たり、逃げる練習を具体的に体験させる。子どもが通う施設が

自身の取り組みとして子どもを対象に実施する形態をとる。

区 内在 住 全 5 歳児

5966 人 

保育園 74 園、幼稚園

68 園、児童館 25 館、

公立保育園から順次

実施拡大 

5,000 

 緊急通報システム（携

帯メール配信） 

就学前の幼児の保護者に向けて、災害、事故、犯罪などの

緊急情報を確実、迅速に伝えるため、携帯電話のメールシス

テムを活用して配信する 

児童館 25 館、区立幼

稚園 54 園の在園児保

護者および利用者順

次拡大予定 

463 

東京都 

北区 

みんなでお祝い輝きバ

ースデー事業 

満 1 歳を迎える子どもとその保護者を児童館、子ども家庭支

援センターに招いてお祝い会を開催し、子育て支援に関す

る情報提供を行うとともに、地域での仲間づくりを支援し、育

児不安や孤独感の解消を図る。 

対象児童数年間 2000

人（Ｈ15.4.1～誕生児） 

2,280 

 ママパパ子育てほっと

タイム事業 

出産後間もない保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を

軽減するために、新生児 1 名に対し、3 枚の一時保育利用券

を配布する（全認可保育園、保育室で実施） 

年間 2000 人（Ｈ16.4.1

～出生児） 

2,380 

東京都 

足立区 

子育てホームサポート 実施場所：依頼者の自宅、実施日・頻度：毎日（AM6：00～

PM10：00）、運営：区が NPO 法人に委託し、NPO 法人が登

録している子育てホームサポーターを依頼者宅へ派遣 

2 つの NPO 法人に委

託、登録者：306 名 

6,350 

東京都 

府中市 

子育てひろばポップコ

ーン事業 

総合体育館や女性センターなどの施設で週 1 回実施。0～3

歳児の親子対象。月曜－新町文化センター。火曜－総合体

育館。木曜－女性センター。金曜－学童クラブ 3 箇所。ボラ

ンティアを中心に市職員（保育所長または学童クラブ指導

員）が加わる。 

6 箇所、会場規模によ

るが 20～70 組くらいの

参加。15年度実績6箇

所。親子合計 13805 人 

6,640 

 ポップコーン・パパ 平成 16 年 4 月より開始。市立保育所 15 箇所で毎月第 3 曜

日午前中に実施。0～3 歳児と主にその父親が対象。各保育

所の保育士により実施。 

15箇所（16年4月～17

年 1 月 1021 人親子合

計。） 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

神奈川県 

横須賀市 

地域安心子育ち支援

検討会 

地域が主体となりさまざまな年齢層を巻き込みながら、地域ぐ

るみで子どもを見守り育てるという気持ちを育んでいくため

に、具体的な地域活動の手法や地域と行政の役割分担、地

域内での役割分担、地域がすべきことを検討し、実施してい

くための検討会。 

モデル地区を 1 か所選

定し、年 6 回開催して

いる。検討会メンバー

は約 20 人 

344 

神奈川県 

鎌倉市 

かまくら子育てメディア

スポットの運営 

子育て支援サービスを適切に活用していただくためのアドバ

イスをする子育て支援コンシェルジュ（1 日 2 名体制計 6 名）

が自らの子育て経験を生かした身近な相談相手として情報

提供などのサービスを行っています。子育て支援団体や地

域活動の情報発信、チラシ作成にも協力しています。また、

子育て支援情報誌「きらきら」を作成しました。 

場所：本庁舎、実施日：月曜～金曜 

利用者数延べ 212 人、

相談件数延べ 286 件 

2,789 

神奈川県 

茅ヶ崎市 

地域児童福祉推進事

業（コミュニティ保育推

進事業運営費補助金） 

地域で自主的に子育て支援に取り組む団体及び地域で自

主的に集団保育に取り組む団体に運営費の補助を行う 

ボランティアグループ：子育て家庭の親子が気軽に集い合え

る場を定期的に提供している団体 

コミュニティグループ：地域の児童の保護者により結成され一

定の条件の下、定期的に集団保育をしている団体 

ボランティアグループ

平成 16 年度 1 団体 10

人、コミュニティグルー

プ平成 16 年度 34 団体

児童数 788 人 

1,161 

神奈川県 

逗子市 

「ふれあいスクール事

業」のうち「子育て支援

事業」 

実施場所：余裕教室、実施日：毎週土曜日（1 校）、第 2、4 土

曜日(1 校)、運営：市職員 3 名～4 名、内容：体操、工作、音

楽、健診など 

2 か所、未就園児とそ

の保護者 

2,045 

神奈川県 

開成町 

こども心の相談 実施場所：保健センター、実施日・頻度：毎月 1 回、職員体

制：臨床心理士（非常勤）、保健師 

0～18 歳までの子の養

育者 

172 

新潟県 

上越市 

こどもセンター運営事

業 

上越市市民プラザ内に設置されており、こどもと保護者が自

由に遊べる広いスペースがある。相談業務、交流支援、情報

提供、セミナー開催。毎日開館（休館日は月 1 回および年末

年始）。職員、嘱託保育士 1 名、臨時保育士 4 名 

1 か所 12,419 

新潟県 

亀田町 

子育てサロン 場所：子育てサロン、実施日：月・木（つどいの広場事業）、

水・金（サークル育成）、運営：教育委員会生涯学習課、体

制：パート 2 人のローテーション 

1 か所、主に 0～3 歳児

の未就園児とその保護

者、つどいの広場は 1

回あたり 20～30 組利

用している 

1,904 

富山県 

砺波市 

食育推進事業 調理師、栄養士を含む保育所全職員と地域の人、祖父母な

どとの連携協力のもと、栽培、収穫そして共に調理して食べ

る楽しさを味わう。メニューのサンプル掲示やレシピの配布な

どにより食育の重要さの浸透を図る。 

12 保育所 1,914 

 子育て支援テレフォン

サービス 

家庭児童相談員が児童の健やかな成長を願って保護者から

の電話での相談に応じ、共に考えてよりよい解決法を見出

す。 

 2,802 

 中学生、高校生の保

育体験 

近隣中学校、高等学校生徒に保育の場を提供し体験実習を

受け入れた。特に男子生徒は日頃見られない素直な可愛い

表情で対応し再度訪問するなど交流が深まり次世代育成支

援につなげた。 

12 保育所 0 

山梨県 

甲府市 

子育てお助け隊派遣

事業 

知識や知恵、経験が豊富な高齢者や子育て経験者による

「子育てお助け隊」を編成し、子育てサークルなどに無料で

派遣、子育て家庭の育児に対する不安や負担の軽減を図る

とともに、地域に根差した子育てサークルの育成、子育て実

施への声かけ、三世代交流事業など全市的な子育て支援活

動を推進する。あわせて高齢者のいきがいづくりにもつなげ

る。 

派遣事業については

市内で活動する子育

てサークルなど団体を

対象に、サークル育成

その他の支援活動は

子育て家庭など市民

全般が対象 

1,449 

長野県 

松本市 

地域福祉ひろば子育

て支援事業 

市内各地区に配置された「地区福祉ひろば」を拠点に各地

区のニーズをもとに集いの場の提供、サークル支援、世代間

交流などを行っている 

24 か所 580 

長野県 

駒ヶ根市 

子育てサークル育成

事業補助 

子育てサークル育成のため、新規設置後 3 年間 50,000 円ま

たは活動費の 1/2 の少ない金額を補助 

6 サークル 300 

長野県 

飯島町 

子育て支援ネットワー

ク 

役場で 2・3 回/年の定例会及び必要に応じ随時開催する。

学校、保育園、児童相談所、教育委員会、保健師、福祉担

当者、児童委員などによるネットワーク会議 

中学生以下の生徒児

童と保護者 

0 

長野県 

木島平村 

エンゼルアドバイザー

事業 

子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当、すくすく

広場（月 1 回、保育園入園前の子とその親が対象、保健セン

ターなどで実施）・エンゼル相談（週 2 回、エンゼルアドバイ

ザーが保育園へ出向き子育ての相談に応じる。自宅への電

話などでの相談も随時受けつける） 

 840 

岐阜県 

羽島市 

地域ふれあい事業 花壇づくり運動、魚つり大会、父と子のクッキング教室、たこ

あげ大会、ふるさと探訪歩け歩け運動、地域親子ふれあい広

場、環境美化運動、空き缶拾いなど各公民館ごとに実施して

いる。 

11 地区 5,020 
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 青少年海外研修事業 市内在住の中学生、高校生を海外へ派遣し、国際的視野を

広げ、国際協力の精神を逐善し、郷土愛に優れた青少年の

健全育成活動に寄与することを目的として実施している。 

中学生17人、高校生8

人、行先オーストラリア

16 日間 

5,136 

岐阜県 

垂井町 

地域子育て支援ネット

ワークづくり事業 

各保育園にて巡回サロンなど、各講座、講演会など実施、ホ

ームページによる子育て情報の提供、関係機関との連携、イ

ンターネットによる相談など随時、職員 4 名、町運営 

8～10 か所 3,544 

静岡県 

浜松市 

親教育プログラム事業 内容：カナダの子育て支援プログラム「Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ Perfect

完璧な親なんていない」の実施方法に基づいて、親としての

心がまえや子育てについて、グループ方式でともに学ぶ。実

施日：1 コース 6 回（5 コース実施） 

対象：第 1 子（概ね 2

歳まで）を育てている

親。人数：各コース 20

組（託児つき） 

1,478 

静岡県 

沼津市 

子育てサポートキャラ

バン 

ワゴン車におもちゃを積んで市内の地区センターなどの会場

をまわって遊びの場を提供（週 4 箇所）。育児相談（随時）、

育児講座（年 6 回）、市が運営。正職員が 2 名、非常勤が 1

名。 

1 箇所 10,000 

静岡県 

伊豆長岡

町 

子育てフリートークサロ

ン 

場所 江間防災センター、実施日 年間 2 クルー、1 クルーに

つき 10 回、主任児童委員を中心に親子のふれあい仲間づく

りを促進する。またボランティア保育士を参加させ、地域のネ

ットワークづくりを推進する。 

子育て中親子 30 組 390 

静岡県 

長泉町 

緊急・リフレッシュ保育

事業 

保護者の傷病や冠婚葬祭などの理由により緊急一時的に保

育に欠ける子を保育する 

2 か所、2 人/日以内、1

か月 6 日以内 

4,935 

静岡県 

三ヶ日町 

世代間交流など事業 介護保険施設利用老人との交流。異年齢児交流（家族レクリ

エーション、運動会、発表会、夕涼み会、もちつき大会） 

保育園児、介護保健

施設利用老人、地域

住民、家族など 

750 

愛知県 

瀬戸市 

プレイルーム、社会福

祉協議会に委託 

社会福祉協議会、月～金曜日、職員 2 名、臨時職員 1 名 1 20,394 

愛知県 

豊田市 

子育て広場事業 市内の公私立保育園（49 園）、公立幼稚園（20 園)で実施、

原則週 1 回の午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分、遊び場の

提供、育児相談の実施、運営は各園、園職員が対応 

69 か所 3,525 

愛知県 

東海市 

子育て支援総合コー

ディネート事業 

子育て支援総合支援センター内に、コーディネーター2 人を

配置し、子育て情報の提供や子育て情報に関する利用者の

相談に応じる。子育てホームページ「まんまねっと」の開設。

NPO 法人に委託し子育て総合支援センターと連絡調整を図

りつつ、市民の視点にたったホームページを作成。 

 2,690 

 子育て自己診断シート 堅苦しくなくゲーム感覚で答えることができるもの。親の子ど

もに対する関わり方を明らかにして、自分自身を見つめなお

し、子育てに対する悩みを和らげたり、子育てのヒントを与

え、動機付けを行っていくものとして開発。回答は今後の幼

児家庭教育関連事業についての基礎データとして利用で

き、フォローまたはサポートできるよう課題が明確に抽出でき

るようにする。 

乳幼児をもつ親 2,000 

 育児支援家庭訪問事

業 

本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的

に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に、過

重な負担がかかる前の段階において、訪問による支援で実

施。必要に応じて、関係機関からの情報収集を行い、家庭の

養育状況を把握した上で、支援の必要があると判断した場合

に、支援計画を作成し、保育士、ヘルパー、助産師、保健師

を派遣して援助を行う 

次のいずれかに該当

する家庭、概ね 1 歳未

満の児童を養育する

家庭。養育者が育児ス

トレス、産後うつ病、育

児ノイローゼなどの問

題によって、子育てに

対して不安や孤立感

などを抱える家庭、ま

たは虐待のおそれや

そのリスクを抱える家

庭 

6,374 

 子育てサロン（父と子

バージョン） 

父親が積極的に子育てに関わっていけるよう父親の子育て

参加への動機づけを行う。東海市しあわせ村、健康ふれあい

交流館、全 5 回、リズム体操、アウトドアクッキング、ウォークラ

リー、消防署見学、大学教授と参加者の座談会など、講座名

「父ちゃんと遊ぼう実践講座」 

0、1 歳児を除く未就学

児とその父親 

163 

愛知県 

師勝町 

サークル支援 10 サークルの活動時支援・育成（1 月末現在）活動回数 91

回、支援センター職員参加34 回、公共施設減免利用74 回、

支援センターからのおもちゃ貸し出し 70 回 

 0 

愛知県 

阿久比町 

親子遊び方教室 町立卯の山児童館で年間 30 回子育てに悩む保護者と児童

を対象に親子での遊びを指導。保健師と保育士 3 名で対

応。 

1 か所、1 回平均 10 組

参加 

298 

 親子ふれあいひろば 中央公民館で親子でものづくりや季節行事で楽しむ。子育て

中の親子同士の情報交換の場を提供する。子育てネットワー

カー4 人が対応 

1 か所、15 組 524 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

三重県 

東員町 

未就園児交流事業 なかよし広場、ちびっこパーク、あそびの広場。支援センター

および町内保育園、幼稚園、ほとんど毎週火、金曜日。支援

センター、職員が中心となり延長ほか職員が対応 

未就園児およびその

保護者 9 か所 4540 人 

300 

滋賀県 

守山市 

公民館親子プレイステ

ーション 

市内 7 地区公民館、概ね週 1 回、各公民館に地域コミュニテ

ィコーディネーターを配置し、地域の人材の協力により企画

運営している 

7 ヵ所 1,234 

滋賀県 

野洲市 

子育てガイド配布事業 子育て支援を図るため出生された時に絵本、離乳食の本 1

冊の中から選択して申請していただき、それを配布する 

350 人 786 

大阪府 

吹田市 

子育て支援関係機関

連絡会 

地域子育て支援センターを中心に保育園、幼稚園、児童

館、保健センター、民生児童委員協議会、地区福祉委員な

ど、子育て支援に関する機関や団体グループでネットワーク

会議を開催 

71 か所  

大阪府 

八尾市 

子育て支援事業 在宅児童とその保護者などを対象とする。子育て支援事業を

実施する私立保育所に対し、事業の充実に資するために補

助金を交付する。事業内容は地域活動事業と類似の項目か

ら選択実施とするが、地域活動事業との重複は不可としてい

る。 

市内私立保育所のう

ち、子育て支援センタ

ー事業を実施する保

育所を除く 16 か所 

16,000 

 情報提供推進事業 私立保育所における情報提供の充実のために補助金を交

付する 

市内私立保育所のう

ち、子育て支援センタ

ー事業を実施する保

育所を除く 16 か所 

3,600 

大阪府 

和泉市 

和泉市子育てサーク

ル活動支援事業 

市内を拠点として活動する子育てサークルが広く市民を対象

として子育て対策に有効であると認められる事業、児童虐待

防止に有効であると認められる事業、地域における子育てに

孤立している家庭に対して支援策として有効であると認めら

れる事業を実施する場合に 1 定額を補助するもの 

子育てサークル 65 団

体 

700 

兵庫県 

姫路市 

乳幼児クラブ事業 宿泊型児童館「星の子館」のなかよしホールを活用し、週 6

回（1日45分ずつ）開催。児童厚生員が年齢に応じた親子体

操や遊びを指導したり、お話をしたり相談に応じる・栄養士、

歯科衛生士などにより専門的な子育て相談を実施。 

乳幼児とその保護者い

つでも誰でも（事前申

込み不要） 

3,130 

 子育て情報相談センタ

ー 

すこやかセンターにおいて、子育て相談の実施・育児関係図

書の貸し出し・子育て講演会の開催（年 8 回）・子育て便利長

の発行・子育てサークルの育成支援および合同行事の開催

など 

どなたでも（講演会は

100 名程度の定員あ

り） 

998 

 子育て学習センター すこやかせんたー3 階遊戯室、週 1 回（1 時間 30 分）を 20

回実施。曜日時間を変えて 4 コース実施。4～6 月と 10～3

月の年 2 スクール開催。季節の行事、工作、世代間交流、救

急法、グループ活動、子育てのヒントなど。参加費 6000 円 

子育て中の保護者とそ

の子ども（0～4 歳児）

各コース 40 組 

405 

兵庫県 

尼崎市 

ファミリースクール事業 2 歳までの子どもの保護者に子育てについての学習機会を

提供するとともに、仲間づくりをすすめる（すこやかプラザ、年

間 32 回×2 コース） 

A80 組、B80 組、計 160

組 

100 

 保育所、幼稚園共催

事業 

合同保育や共催事業を通じて、保育所、幼稚園のメリットを

大限に活かした子育てのしくみをつくる 

保育所10所、幼稚園4

園 

200 

 子ども総合案内窓口 子育てについて困っている人や悩んでいる人に対して、情報

提供、手続き申請、相談などを総合的に案内するため、平成

16 年度から窓口を設置し、市民サービスの向上を図ってい

る。2 名の専任職員を配置 

1 か 所 、 延 べ 11324

件、手続き申請 9339

件、相談 402 件、情報

提供 1583 件 

 

兵庫県 

滝野町 

サマースクール 実施場所：中央公民館、内容：工作、昔のおもちゃづくりな

ど、実施日・頻度：8 回（夏休み期間中）、職員体制：中央公

民館職員 1 名、地域ボランティア、兵庫教育大学生、事業費

は、材料費は参加者負担 

1 回 30 名程度、延 240

名 

110 

 土曜ふれあい塾 内容：ガー引漁体験、キャンプ、雪山体験、ふるさと体験な

ど、実施日・頻度：年間 10 回、職員体制：中央公民館職員、

兵庫教育大学生、事業費は、材料費は参加者負担 

塾生 50 名、6 月～月 1

回土曜日、延 500 名 

501 

兵庫県 

上月町 

ビスラッ子ママセミナー 母親の学習会、幼児の遊び教室、職員 2 名体制、両親教育

インストラクター、アシスタント 

町内の乳幼児とその親 2,743 

 子どもの居場所づくり 町内施設、年間 50 回、運営協議会を組織、地域子ども教室

を開催、ものづくり教室、伝統芸能体験教室、遊び教室など

町内小学生、中学生 2,100 

和歌山県 

岩出町 

岩出町立保育所、地

域子育て支援事業 

近所に友達がいない、子どもに自身がないなど悩みを持つ

保護者に対する支援として保育所において年 11 回、保護者

間の交流やさまざまな遊びを体験してもらう 

6 か所、20 人/回 28 

和歌山県 

清水町 

育児サロン 町保健センター（月１回）、保健師、保育士、母子推進員、児

童委員 

15 人 150 

和歌山県 

日高町 

親子ふれあい教室 町保健福祉総合センター、町民プール、中学校、1 クール 3

回×4 クール計 12 回/年、親子遊び、お散歩（夏はプール）、

クッキング、育児についての話、保健師、保育士、栄養士、

事務、事業費の内訳は、栄養士 7,000 円×4 回,材料費など)

2 歳 4～6 か月児（継続

参加可能）、H15 年度

参加者、実 35 組、延

211 人（保護者 100 人

乳幼児 111 人） 

40 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 子育て広場 町保健福祉センター、1 回/月、交流支援、保健師 妊婦～乳幼児とその保

護者、H15 年度参加

者、実 51 組延 305 人

（保護者 143 人、乳幼

児 161 人、妊婦 1 人） 

0 

岡山県 

北房町 

幼児クラブ育成 町内 4 か所で毎月 1 回、乳幼児を持つ保護者が集い親子遊

びや季節の行事などを通じて交流している、年数回、各クラ

ブ役員会や講習会を実施している 

4 か所、約 78 人 120 

岡山県 

久米南町 

子育て支援（虐待防

止）ネットワーク協議会

合同研修 

子育て支援に関して組織は何ができるかを話し合い一同に

発表し実践する。そして年度末には実践報告会をする（年 1

～2 回）、協議会代表による委員会は年 2 回 

児童民生委員、愛育

委員、栄養委員、母親

クラブ親子会、婦人協

議会 

50 

 母子研修会 母親クラブと愛育委員、栄養委員と交流を図る、伝承調理実

習、座談会 

母親クラブ親子会、愛

育委員、栄養委員 

30 

山口県 

山口市 

子育て支援ＤＶＤなど

の作成配布事業 

子育て支援施設やサークルなどの取り組みを紹介するＤＶＤ

またはビデオテープを出生届または乳幼児を持つ家庭の転

入届時に無料配布する 

出生届、転入届（乳幼

児のいる家庭）その他

希望者 

3,313 

 子育て情報の携帯電

話メールマガジン配信

事業 

子育てに関する講座やイベントなど閉じこもりがちな子育て

中の親が子育てを楽しみ、外に出かけるきっかけづくりに有

効な情報を携帯電話などモバイル機器向けに発信する（週 1

回） 

予め登録のあった人 492 

山口県 

光市 

おもちゃねっと事業 子育て支援センター「チャイベビステーション」に自然素材を

活かしたおもちゃを数多く取り揃え貸し出しも行う 

1 か所、未就園児及び

その保護者、児童健全

育成に関わる団体 

2,300 

愛媛県 

大洲市 

一時保育促進事業 保護者の勤務形態により、家庭における保育が断続的にな

り、また保護者の疾病、入院などにより緊急一時的に保育が

必要となる児童を 1 日単位で保育を実施する 

市内 1 か所の保育所

で実施、1 日 10 人程度

の利用 

7,300 

高知県 

高知市 

子育てサークル活動

場所確保支援 

市内 18 か所の市の施設使用料を全額免除している メンバーの 2/3 以上が

市内在住、誰でも参加

できるオープンなサー

クルであること、メンバ

ーが 5 組以上であるこ

と 

 

福岡県 

久留米市 

子育て支援基金運用

事業（子育て支援活動

助成） 

1 子どもに対するボランティア活動助成（1 団体 10 万円を上

限） 

2 子どもに対する地域の自主的イベント助成（1 団体 10 万円

を上限） 

3 子育てボランティア育成活動補助（1 活動 30 万円を上限）

4 地域における子どもの遊び場整備費補助（1 団体40 万円を

上限） 

平成 10 年度から事業

開始、（実績）・1H15 年

度：18 団体、2H15 年

度：1 団体、3H15 年

度：1 団体、4H15 年

度：22 か所 

4,100 

 中高生と乳幼児や親

子のふれあい交流事

業 

少子化、核家族化のなか、乳幼児や親子に接する機会を設

け愛着や感情を育み、親の大変さや気持ちを理解してもら

う。夏休みや春休み期間中に中学生、高校生に子育て交流

プラザ（就学前の親子が集える場）のボランティア活動に参

加してもらう事業。 

平成 16 年度実績、期

間：3 月 25 日～4 月 5

日、1 人につき 3 日体

験、参加者数：中学生

1 名、高校生 17 名 

0 

福岡県 

志免町 

保育イベント「ちびっこ

広場」 

家庭の子育て機能が低下し、孤立した子育ての中で子ども

の虐待や子どもの問題行動が増加しており、町内の保育園、

幼稚園が一同に会し、それぞれがイベントのコーナーを受け

持ち実施することにより、親子のふれあいの場を提供し、子

育て支援を行う。年 1 回 7 月頃開催 

未就学児とその保護者 1,175 

福岡県 

鞍手町 

赤ちゃんふれあい体験

（児童ふれあい交流促

進事業） 

中学 2.3 年生に夏休み、春休みを利用して 4 か月健診時に

乳児を実際に抱っこしたり、オムツを替えたりする体験をして

もらう。実施場所－鞍方町総合福祉センター、実施日－年 3

回、運営職員体制－保健士、助産婦が中学生へ赤ちゃんの

抱き方を指導。 

3 回/年、30 人（1 回に

10 人程度） 

71 

 こどもクッキング(児童

ふれあい交流促進事

業） 

小中学生の親子を対象に調理実習を行いながら、親子のコ

ミュニケーションを深めてもらう。また、栄養士の講話も行い、

食育に対する教育もあわせて行う。 

実施場所－鞍方町総合福祉センター 

実施日－年 2 回 

運営職員体制－栄養士食生活改善推進委員の指導のもと

調理実習を行う。 

2 回/年親 20 人、子 60

人（1 回に親 10 人、子

30 人程度） 

55 

佐賀県 

神埼町 

地域ぐるみわんぱく支

援事業 

町内全集落の地区公民館において、地域住民が連携して地

域ぐるみで子ども達を核として親子のふれあい及び世代間交

流事業などによる地域住民総参加で取り込む事業、4 月～3

月各地区で計画 

町内全集落公民館（64

か所）、19,600 人 

1,600 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

 子どもまつり 未来を担う子ども達が遊びや文化を通し、“楽しさややりが

い”を感じ“思いやりややさしさ”を育む中で自分に自信を持

ち、未来に夢を持って生きることのできる人づくりを目的に子

どもまつり実行委員会を組織し、町内 5 会場で実施、毎年 11

月年 1 回 

幼 児 か ら 中 学 生 、

2,600 人 

503 

長崎県 

佐世保市 

巡回子育て支援「シー

ユー」 

地区公民館 3 か所で月 1 回実施、保育士 1 名が担当、親子

で手遊び、体操、手づくりおもちゃ製作、絵本の読み聞か

せ、育児相談など行っている 

市周辺部の在宅親子 2,576 

 親子通園事業 子育て支援センター3 か所で週 1 回実施、保育士 1 名が担

当、対象者を保育所の集団に慣れさせ就園につなげる 

「すくすく広場」を経験

し、母子分離が可能と

思われる親子 

6,857 

 園訪問 保健師 1 名(各子育て支援センター）が担当、対象児童の状

況を保護者の了解を得て、園を訪問して把握する。また、必

要に応じて支援を行う 

「すくすく広場」や「親

子通園」を終了し、就

園した子ども 

275 

長崎県 

川棚町 

わんぱくランド、育児サ

ークル 

いきがいセンター、中央公民館にて、月 1 回実施、内容：親

子遊び、育児情報、母親同士の交流、スタッフ：町保育士、

保健師、栄養士、母子愛育班の協力を得ている 

保育園、幼稚園に通っ

ていない未就学児とそ

の保護者 

85 

 母子愛育班による声か

け訪問 

3 校区ごとにある母子愛育班による声かけ訪問、乳幼児のい

る全世帯にしか保健啓発のため歯ブラシを配布など 

乳幼児 750 人 635 

大分県 

津久見市 

津久見子育て up プロ

グラムパソコン講師養

成講座 

・マイクロソフト社社会貢献事業・H16,6.15 より事業開始、初

級講座、ホームページ作成講座、Ｅｘｅｌ、Ｗｏｒｄ 

子育て家庭対象、延

64 人受講 

10 

 児童環境づくり事業 携帯電話を活用した情報発信。携帯電話を活用した子育て

ネット網を構築し、子育て情報の発信を行う 

子育て家庭対象、延

64 人受講 

1,056 
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(3) 保育サービス・幼児教育 

保育サービスについては、保育園の第 3 子以降保育料の無料化・軽減化、認可外保育所利

用者への保育料助成など保護者の経済的な負担軽減策が挙げられていた。 

保育・教育内容については、高齢者との交流、国際教育、職員研修、専門的なスタッフの配

置など、様々な事業が実施されていた。 

幼稚園については、預かり保育、交通費助成、農業体験学習などの他、幼稚園の早期入園

特区事業も挙げられていた。 

分野：③保育サービス・幼児教育 
市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 

大成町 

保育園通園交通費助

成事業 

遠距離の通園児に対して交通機関（バス）利用者へ交通費

（バス賃）を助成する 

3 人 281 

宮城県 

石巻市 

幼稚園交流保育事業 少人数の幼稚園における集団活動を確保するため、他の幼

稚園を訪問して、交流保育を実施する。年 16 回、職員引率

園児 9 名 90 

山形県 

山形市 

山形市のびのび早期

入園特区 

市内の幼稚園において、学校教育法 80 条の規定にかかわ

らず幼児が満 3 歳に達する年度の当初から幼稚園に入園す

ることを可能とする 

H16 年度 9 園 12 人、

H17 年度（予定）21 園

99 人 

0 

福島県 

熱塩加納

村 

預かり保育 幼稚園にて水曜以外の平日 14：00～18：30 まで児童を預か

る、職員はローテーション勤務で対応 

1 か所、47 人 90 

 保育料金助成事業 認可外保育施設に乳幼児を通わせている保護者に対し、月

額保育料の 50％を助成 

33 人（平成 17 年 3 月 1

日現在） 

3,600 

福島県 

会津本郷

町 

幼保ー体的運営 幼保の現行基準に基づく一体的運営（混合クラス）の実施

（平成 12 年度から） 

町立幼稚園 1 か所、町

立保育所 1 か所 

 

茨城県 

美野里町 

農業体験学習（ジャガ

イモ掘り取り） 

農家の畑 20a、春と秋の 2 期 4 回、高齢者グループ、高齢者

グループ全員（ボランティア） 

1 か所、幼稚園児 100

名 

200 

茨城県 

旭村 

ことばの教室 旭幼稚園、毎日、相談員 2 名 ことばについて不安の

ある幼児児童および保

護者 

4,313 

栃木県 

栃木市 

栃木市幼稚園・小学

校・保育園連絡協議会 

目的：幼稚園と保育園、小学校間の情報交換や授業交流な

どを進めることにより、相互の理解を深め連携を強化するとと

もに関係教職員の資質の向上を図る 

方法：年 2 回、1 回目小学校会場、2 回目幼稚園または保育

園会場 

市内各小学校、市内

幼稚園、保育園から 1

～3 名程度計 60～80

名 

市内小学校 15 校、市

内幼稚園 11 園、市内

保育園 10 園 

100 

栃木県 

佐野市 

私立幼稚園児減少対

策特別補助金 

小規模かつ園児の減少している私立幼稚園に対し、経営安

定化を図ることを目的として補助を行う 

当該年度の園児数が

100 人以下で、過去 3

年の平均園児数より当

該年度の園次数が減

少している場合に補助

する 

203 

栃木県 

真岡市 

幼稚園併設型民間育

児サービス支援事業

幼稚園に併設されている保育施設に対し運営費補助金及び

入所奨励費補助金を交付。 

2 箇所 7,156 

群馬県 

前橋市 

第 3 子以降保育料の

無料化・軽減化 

子育て支援及び少子化対策の一環として、世帯の第 3 子以

降の保育料を無料化・軽減化する 

事業費の内訳(内訳、保:169646、幼:56000、外:4800) 

保育所：無料 

幼稚園及び認可外保

育施設：一部補助 

230,446 

群馬県 

六合村 

保育所入所要件の規

制緩和 

保育の実施基準に「保育を必要とする」という村単独基準を

加える 

一箇所一人  

埼玉県 

秩父市 

秩父市幼児教育特区 少子化や核家族化が進行し、地域や家庭での幼児教育が

低下し、社会性を経験する機会が減少している中で3歳未満

児の幼稚園入園により、幼児教育の充実を図る（3 歳未満児

にかかる幼稚園入園事業） 

市内公立幼稚園 1 園、

私立幼稚園 7 園のう

ち、私立幼稚園 5 園に

て H16.4～実施。当初

の特区による入園児数

23 名 

1,120 

埼玉県 

長瀞町 

国際理解教育事業 国際化の進展に伴い、国際社会の中で日本人としての自覚

を持ち、異文化を持った人々と共生できる資質や能力の育

成を図る目的とした教育費の一部について補助金を交付す

る。 

町内に所在する幼稚

園、保育園（4 園） 

960 

千葉県 

市川市 

総合教育相談事業 市内公立幼稚園 8 園、相談員 1 名、年間 52 回、個々の園児

に対応した教諭への適切な指導、保護者からの相談業務 

市内 8 園、各園の要請

に応じて行う 

520 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

千葉県 

松戸市 

総合保育室設置モデ

ル事業 

心身に障害をもつ児童を保育所に受け入れ、集団保育を行

う事業を実施することにより、当該児童の成長を支援し、障害

児の福祉の増進を図る。このモデル事業が対象とする児童

は保育の実施の対象とならない者である。実施保育所、事業

費は、補助金 

モデル保育所 1 か所、

定員 8 名 

7,200 

東京都 

杉並区 

区立・私立幼稚園共同

研修 

区内施設を利用、年 1 回、区立、私立の枠を超え、幼児教育

に携わる教諭の指導力向上、教育内容の交流を進めるため

研修を実施 

区立幼稚園教諭及び

区内私立幼稚園教諭 

188 

東京都 

八王子市 

民間保育所安全対策

推進事業 

防犯啓発：「安全・防災教室の開催」「啓発パンフレット・ポス

ター作成」「関係機関会議」「防犯ブザー」「防犯ホイッスル」

などの購入 

施設整備：門・街頭・出入口・非難口の整備、自動警報設

置、防犯監視システムなどの設置 

 2,700 

東京都 

武蔵野市 

こどもテンミリオンハウ

ス事業 

通年開設、運営主体は市内 NPO 法人、一時保育、宿泊保

育、相談事業、ひろば事業 

1 12,420 

 その他 認可外保育施設入所児童保育助成金。1 日 4 時間以上かつ

月 12 時間以上保育されている児童の保護者に乳児（3 歳未

満児）月額 20,000 円、幼児（3 歳以上児）月額 6,100 円を助

成金として補助している。 

3 歳 未 満 児 （ 1,400

人）、3 歳以上児（144

人） 

28,879 

神奈川県 

厚木市 

コミュニティ保育推進

事業 

子育てに共通の意識を持ち合わせた保護者が、自主的な保

育の場をつくり、共に育児に対する知識や技術を高め合いな

がら共同保育を実施する自主グループに対し、運営費の一

部を補助する。 

4 か所、103 人 3,240 

新潟県 

見附市 

幼児教育嘱託指導主

事の配置 

生涯教育の一端を担う幼児教育の振興☆を図る諸業。公

立、私立保育園、私立幼稚園における保育、教育活動への

所管を超えた指導、援助。各保育園、幼稚園への訪問。教

員、保育士への指導、助言。園児への読み聞かせ。保護者

への支援。保育、教育内容（保、幼の）整合性確保。幼、小

の連携活動の推進。幼→小への接続。就学相談など。 

市内保育園、幼稚園な

どの幼児及び保育士、

教員。 

1,900 

新潟県 

上越市 

ファミリーヘルプ保育

園運営事業 

実施場所：ファミリーヘルプ保育園 

実施日：毎日 

実施時間：7：00～22：00（希望があれば 24 時間） 

利用料：7：00～18：00、3 歳未満 1 回 1400 円、3 歳以上 1 回

1,000 円、18：00～22：001 回 8,000 円、24 時間 1 回 3,000 円

職員 12 人体制 

1 か所、市内に住所を

有する就学前児童 

18,636 

山梨県 

西桂町 

高齢者との交流 町の寿クラブ農園（稲作）での田植、稲刈り、脱穀を体験。ま

た、収穫された米でのもちつき、繭玉飾りの体験など地域の

高齢者との交流を図っている。 

  

長野県 

塩尻市 

保育補助員設置事業 公立保育園に高齢者の保育補助員を配置、実施園 16 園、

勤務 2 日/週（8 時間/日） 

16 園 15 人 9,223 

長野県 

箕輪町 

運動あそび 町内保育園（9 か所）、1 回/3 週間、運動遊び補助員 1 人、

保育士（柳沢運動プログラム） 

3 歳以上児 740 人 5,378 

岐阜県 

大垣市 

ちびっこ夢ひろば事業 園児の個性豊かな能力を伸ばすとともに、やさしさや思いや

りのある心豊かな人間性を育むため、夢と感動を得る体験が

できる機会を創出し、21 世紀を展望した幼稚園づくりを目的

に、魅力ある園づくりを図る。1 園あたり年間 300 千円の予算

の範囲内で、各幼稚園ごとの立案で展開する。 

幼稚園 19 園 5,700 

愛知県 

高浜市 

保育サービス評価事

業 

市内保育所（6 園）及び幼稚園（4 園）を第 3 者評価員（6 名）

が各園の提供するサービスの質を当事者以外の公正、中立

な立場と専門的、客観的な立場から訪問調査を実施し、各

園のサービスの質の向上と利用者への適切なサービス選択

肢の情報を提供する 

保育所 6 園、児童数

736 人、幼稚園 4 園、

児童数 708 人 

413 

京都府 

宇治市 

保育所緊急安全対策

事業 

安全な保育所運営を行うため、来所者確認を行うなどの対策

を講じる、公立保育所（9 か所)、1 日 6 時間程度の有償ボラン

ティアを配置、民間保育所（13 か所）、人的配置に対する補

助 

 27,609 

京都府 

長岡京市 

駅前保育施設運営助

成事業 

駅前の立地的優位性を生かして、市民の多様な保育ニーズ

に対応するため、認可外保育施設事業者に対して、認可保

育所に準じて保育内容が確保されるよう市が運営助成を行

う。平成 17 年度から実施予定 

1 か所、（株）アルファ・

コーポレーション 

0 

大阪府 

豊中市 

幼稚園教育自己診断 自己診断は、幼稚園の教育内容を振り返り、幼児の学びと教

育課程の実施状況を点検・診断するものである 

  

兵庫県 

西宮市 

4 歳児待機児童対策

事業「4 歳児ランド」 

公立幼稚園 22 園のうち 7 園および児童館 1 か所の計 8 か所

で実施、各会場年50回（幼稚園は月水、児童館は月木）、運

営委員会に委託、各会場にコーディネーター1 名を配置 

対象は未就園の 4 歳

児約 80 名が参加 

7,359 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

兵庫県 

三田市 

開かれた園づくり事業 各園で年間を通じて実施 

未就園児との交流 

地域のゲストティーチャーを活用してふれあい活動 

高齢者の方々との交流 

地域の体験活動 

親子ふれあい活動など 

公立 10 園、園児、未

就園児とその保護者、

地域の人々を含む 

500 

岡山県 

奈義町 

子育てサポート「スマイ

ル」 

実施場所：町保健相談センター他公共施設 

実施日：12 月 28 日から 1 月 3 日の期間を除く毎日 

利用料金：団体預かり 200 円/1 人・1 時間、個人預かり 300

円/1 人・1 時間 

会員制：まかせて会員、おねがい会員 

事務局：役場保健福祉課内（保健係職員の兼務により運

営）、事業費の内訳は、繰越し金 10,195 円,町交付金

100,000 円,計 110,195 円、6 月～11 月(6 か月間)社会福祉協

議会に委託,委託料 1,286 千円 

まかせて会員 14 名 

おねがい会員 41 名 

1,286 

愛媛県 

伊予市 

幼稚園生活支援員配

置事業 

実施場所：該当幼稚園 

実施日：必要に応じて 

運営など：必要に応じて配置 

配置か所：2 幼稚園 

配置人数：2 名 

1,708 

福岡県 

北九州市 

私立幼稚園（市内）へ

保育補助員派遣事業

保育補助員を雇用し、北九州市教育委員会が指定する市内

の私立幼稚園に派遣し、未就園児の登園時の保育補助員な

どの幼稚園における子育て支援機能の充実を図る 

実施場所：市内私立幼稚園 

派遣日数：年間 1 園あたり 80 日 

市内 99 園全私立幼稚

園を対象 

27,000 
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(4) 放課後児童健全育成事業等 

児童の健全育成の観点から、市町村においては、子どもの生活パターンに合わせ、平日・土

曜日に定期的に実施されている事業だけでなく、日曜・祝日、長期休暇に行われる事業も様々

な事業が企画・開催されている。 

主に小学生以上を対象として、小学校体育館・教室、児童館・児童クラブ、集会施設、公園、

図書館など、地域の施設を拠点として、様々なサービスやプログラムが実施されている。運営に

ついては、児童館職員等だけでなく、様々な地域の支援団体、特技を持った地域のボランティ

ア、高齢者等の協力を得て実施している事業も多数ある。親が就労している家庭の夏休みのサ

ポート事業等も実施されている。 

分野：④放課後児童健全育成事業等 
市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 

浦河町 

土曜子ども文化スポー

ツ講座 

実施場所：町内 7 会場（集会施設など）、実施日：4 月～3 月

（年間）、頻度：年間毎週 1 回実施の講座、年間毎月 1 回実

施の講座、全 5 回実施の講座、1 回実施の講座、運営：指導

にあたるボランティアで運営、事業費は、材料代 

1 講座 15 名程度、23

講座を実施 

100 

 青少年地域活動、体

験活動促進事業（ボラ

ンティア講座、ふるさと

学習など） 

実施場所：町内集会施設など、実施日頻度：年間 5 回、運

営：町教育委職員、事業費は、バス代ほか 

児童生徒 20 人 200 

 文化財少年団「博物館

クラブ」育成事業 

実施場所：町内集会施設など、実施日頻度：毎月 1 回年間、

運営：学芸員、教師（7 人）、事業費は、バス代ほか 

団員 38 人 500 

青森県 

浪岡町 

子どもの祭典 実施場所：浪岡町総合公園、実施日：Ｈ16.7.4（年 1 回）、運

営 ・浪岡町母親クラブ連合会・浪岡町子ども育成協議会・

浪岡町立児童館、職員体制：各団体より実行委員会、組織

会し、前日及び当日の準備のため中学生のボランティアから

の手伝いによる人員 150 人 

各児童館 7、入場券

1500、職員 21、ボラン

ティア 150 

1,067 

 小学生ドッチボール大

会 

実施場所：浪岡町民体育館、実施日：Ｈ16.12.11（1 回）、運

営：浪岡町立児童館、浪岡ドッチボール協会星職員体制：児

童館職員 

各児童館 7、参加者

400、職員 21、ボランテ

ィア 20 

194 

福島県 

三春町 

理科クラブ 実施場所・・・中央児童館、実施日・・・毎月第 4 土曜日、職員

体制 児童館職員、ボランティア、内容・・・理科実験、工作 

1 か所、30～40 人、全

町民対象 

120 

 出前児童館 実施場所・・・各地区集会所、実施日・・・月 1 回夏休み、職員

体制 児童館職員、ボランティア、内容・・・ビデオ上映、工作

8 か所、10 人～30 人、

主に実施地区民対象 

200 

 ボランティア活動 実施場所・・・町内、実施日・・・毎月第 1 土曜日、職員体制

児童館職員、内容・・・町内清掃、敬老園訪問 

10 人～15 人、全町長

児童対象 

20 

 ミニシアター 実施場所・・・中央児童館、実施日・・・毎月第 2 土曜日、職員

体制 児童館職員、内容・・・ビデオ上映、人形劇等 

1 か所 10 人～20 人全

町民対象 

20 

 料理クラブ 実施場所・・・中央児童館、実施日・・・毎月第 3 土曜日、職員

体制 児童館職員、内容・・・手づくりおやつ等 

 20 

茨城県 

取手市 

留守家族サマーサポ

ート事業 

保護者が就労などにより留守家庭になる小学 4～6 年生が対

象、市内全小学校（学校施設利用）、H16.7.22～H16.8.26、

9：00～16：30、指導員（取手市非常勤職員） 

H16 市内小学校 12

校、55 名 

4,652 

茨城県 

牛久市 

牛久市留守家庭サマ

ーサポート事業 

市内 6 小学校において、夏休み期間の平日（お盆休みを除

く）に実施。市の直営で行い、非常勤職員を配置して 8：00～

18:00 の間保育にあたる、対象は小学校 4 年～6 年生 

6 か所 33 名 4,573 

茨城県 

千代田町 

三世代交流 年 1 回 老人ホーム交流会、歌、あやとり、年 1 回 健康体

操、輪投げ、豚汁会食 

老人ホーム入居者、学

童クラブ員、地域の老

人会、学童クラブ員、

マザークラブ員 

 

群馬県 

伊勢崎市 

放課後児童健全事業

費補助金（家賃補助）

児童クラブの運営に必要な建物の賃貸借に係る経費を月額

30,000 円を限度に補助 

13 施設 4,680 

埼玉県 

秩父市 

秩父市ふれあい学校

事業 

市立小学校内に「ふれあい学校」を設置し、指導員を配置す

ることにより、児童の放課後、土曜日および学校休業日にお

ける体験活動および交流活動を支援する。小学校 1 年生か

ら 6 年生が対象（放課後児童健全育成事業の対象にならな

い児童を対象）（放課後から 16：30 まで） 

6 か所、28 人 56 

埼玉県 

草加市 

指定管理者制度導入 公立児童クラブの指定管理者制度導入、H16.4 月より 2 施設

で実施、運営は NPO 法人による 

2 か所、おおむね 10 歳

未満の児童 

16,097 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

東京都 

世田谷区 

のびのび世田谷ベー

ス オ ブ プ レ イ ン グ

（BOP） 

世田谷区立小学校（学校内 2 校程度の専用室と体育館、校

庭などの活用）、通年（年末年始、月曜、祝日除く）、実施主

体：世田谷区、職員体制：事務局長(非)常勤、非常勤職員

（学童クラブ登録数により配置）、非常勤職員 

62 か所（BOP 登録児

童数約 2100 人、学童

クラブ数約 3400 人） 

11,021,958 

東京都 

北区 

4年生の児童館特例利

用 

3 年生まで学童クラブを利用していた児童について、環境の

変化に対応するため、4 年生の夏休み終了時まで児童館に

おいて留守家庭児童対策事業（学童クラブ）を実施する 

  

東京都 

荒川区 

チャレンジサタデー教

室 

区内小中学校において土曜日に実施、チャレンジ学習、トラ

イ教室、スポーツ教室、文化講座など。教員、PTA、ボランテ

ィアなどで対応 

小学校 23 校、中学校

10 校 

810 

東京都 

練馬区 

放課後児童等の広場

事業 

地域の団体に補助金を交付する。1.放課後保育に欠ける小

学生の預かり、年間 281 日、月～土日開設、職員 2 名程度、

2.乳幼児の一時預かり、週 3 日程度、3.子育ての広場、在宅

の 0～3 歳児、週 4 日程度 

3 か所、74 人、1 か所

週当たり 8.9 人、1 か所

週当たり 17 人 

29,642 

 学校応援団推進事業 実施場所：校庭・図書館・体育館・和室など使用可能な学校

施設、実施時期：授業日の放課後（概ね 1：30～5：00）、頻

度：週 5 日（休業日を除く）、運営：学校応援団が地域人材を

確保して企画・運営、職員体制：時間帯により 2～5 名のスタ

ッフ、学校応援団：区立小学校ごとに設置するので、PTA 関

係者、町会自治会関係者、青少年委員など青少年育成関係

者、企業、商店会関係者、その他地域団体構成員および地

域住民の有志で組織する。地域住民を主体とした小学校を

☆☆する組織。事業費の内訳は、うち、運営委託料 13945 千

円全額区 

小学校 2 校、全児童の

う ち 申 込 み 登 録 し た

者、登録者数 590 名 

19,562 

東京都 

足立区 

働く親の子育て講座 1. 児童館、学童保育、小学校 

2. 9/24・25、10/23、11/5・6（計 5 回） 

3. 父母共催、実行委員会 

4. 学童保育担当職員 

4 会場、227 名 144 

東京都 

八王子市 

サタデースクール 完全学校週 5 日制を導入により、毎週土曜日の余暇時間を

生かし、子どもたちに教科外での多様な体験、活動の場を提

供するとともに地域の人材、ボランティア、あるは子どもたち

自らの参画を通じて「地域の教育力の向上」を支援する。各

小学校区域を単位に地域の方々で組織された「運営委員

会」に委託し学校の校庭、体育館などを自由な遊び場として

開放するほか、地域人材の能力を生かして多様な講座、教

室などを企画、実行する 

35 か所で実施、参加

人数 31,041 人 

2,280 

東京都 

府中市 

小学校体育館開放事

業 

市立小学校体育館、毎週土曜日、午前 9 時～正午（夏、冬、

春季休業中、学校行事日を除く）、開放指導員各校 1 名 

22 枚 3,058 

東京都 

国分寺市 

移動児童館事業 場所：市内 2 か所の公園、頻度：週 1 回（水曜日）、体制：児

童館職員、冒険遊び場の会（委託） 

幼児～小学生 1,200 

東京都 

八丈町 

とびっこクラブ補助 自主運営学童体育クラブに補助 1 か所 400 

神奈川県 

横浜市 

放課後キッズクラブ事

業 

市立小学校内（2 教室程度の専用ルーム）。月～金、放課後

～19 時、土、長期休業中、8 時 30 分～19 時、17 時以降の参

加は有料、※休業日：日曜、祝日、年末年始、運営方法：法

人委託、1 校あたり常勤職員 2 人、非常勤職員数人、1 回の

職員体制 3 人以上。障害児についての措置として、職員の

加配あり 

対象施設数：9 か所、

対象児童数：1746 人、

対象：原則として当該

実施校に通う小学 1 年

生から 6 年生 

203,820 

神奈川県 

横須賀市 

青少年の家など放課

後児童指導事業 

各青少年の家など 15 施設年間 359 日（年末年始を除く毎

日）臨時職員、各施設 3 名、1 日 1 名勤務 

15 か所、来館する全児

童対象 

30,552 

岐阜県 

羽島市 

ミニ児童クラブサポート

事業 

私立保育園が実施する放課後児童教室の法人負担分を補

助する 

私立保育園 1 園 364 

静岡県 

浜松市 

なかよし館運営事業 実施場所：小学校余裕教室、小学校敷地に別棟を新築、私

有地に新設など、実施日：月曜日～土曜日、実施時間：9 時

～5 時、休館日：日曜、休日、年末年始、運営：公設公営、職

員：非常勤嘱託職員 2 名、事業内容：健全な遊びを通じて、

児童の集団的及び個別的な指導を行う。乳幼児及び保護者

に交流の場を提供する 

箇所数：15 か所（17 年

2 月現在）17 年 4 月に

4 館、17 年 5 月に 1 館

開館予定。人数など：

幼児 30562 人、児童

22389 人 、 保 護 者

23850 人、合計 76801

人開館日数 2875 日、1

日平均2671人 （15年

度実績） 

7,143 

愛知県 

常滑市 

異世代交流子育て支

援支援施設「ひまわり

ハウス」（高齢者活用

子育て支援事業） 

実施場所：民家、実施日：月～土曜日 15：00～18：00、内容：

シルバー人材センター登録会員の技能を生かして毎週 1 回

パソコンや習字、ピアノなどのおけいこの時間を設定し、子ど

もの様々な体験の機会を設ける、事業主体：社団法人常滑

市シルバー人材センター。事業費の内訳は、国補助 1200、

市補助 1200(利用料 12000 円/月) 

1 か所、現在 1 名（小学

校 1～3 年生が対象） 

2,400 
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市町村 事業名 事業内容 事業対象 事業費(千円)

大阪府 

羽曳野市 

「はびきのっ子」ノコノコ

事業 

市内公共施設、小学校など、月3 回（水曜、土曜）、年 30 回、

地域の特技をもつ大人、各種団体の構成員を指導者に招

き、さまざまな体験活動を通じて「世代間交流」「異年齢間の

子どものふれあい」を図る 

小学校全児童 433 

兵庫県 

丹波市 

地域ふれあい教室 地域で子育て支援事業を実施、実施場所：各小学校、幼稚

園、対象：幼・小（1～3 年生）、内容：アフタースクール事業

（放課後児童健全育成事業と同じ）、運営：地域で運営委員

会を設置し運営 

5 地区、幼 40 名、小学

27 名の計 67 名 

6,390 

和歌山県 

白浜町 

夏季学童保育（委託） 実施場所：白浜第一小学校、実施時期：7 月中旬～8 月末

（夏休期間中）、運営：保護者グループ 

1 か所、37 名（1～5 年

生） 

230 

岡山県 

北房町 

地域のヤングリーダー

養成事業 

町民センター、高校生ボランティア 1 か所 120 

岡山県 

久米南町 

エンゼルサマースクー

ル（夏季） 

旧県の施設（普及センター跡）、夏休み期間、宿題・遊び、3

人体制（常時 2 人）（臨時雇用）、事業費は、町単独 

1 か所 15～18 人 652 

 「ゆう塾」で運営 誕生寺小学校体育館併設のコミュニティ施設、月曜日～金

曜日（毎週、但し夏休み、冬休み除く）、宿題、習いごと、絵

書、遊び、ボランティア。事業費は、町単独 

1 か所 49 人 162 

広島県 

廿日市市 

民間放課後児童クラブ

運営費補助 

直営で放課後児童健全育成事業を実施していない小学校

区において、民間の団体などが実施する概ね 5 人以上 20 人

未満の小規模の児童クラブの運営費に対して補助金を交付

する。 

3 か所 計 20 人 1,500 

山口県 

萩市 

児童クラブ給食サービ

ス 

夏期休暇期間中に保健衛生士と保護者の負担軽減のため

給食サービスを実施 

 889 

 児童クラブ交流事業 市内児童クラブ同士での交流を図る  161 

福岡県 

久留米市 

子ども交流・体験推進

事業（石橋記念くるめ

っ子館事業） 

場所：石橋記念くるめっこ館、開催時間：平日 9 時～19 時、

土・日 9 時～17 時、職員体制：専業コーディネーター1 名、

臨時職員 1 名。土・日や長期休暇期間には講師を招いた行

事などを開催。子どもの交流・体験活動を通して自主性や生

きる力を育成し、地域への愛着心を醸成することを目的とし

ている 

18 歳以下の青少年や

青少年育成団体など 

2,596 

長崎県 

長崎市 

傷害保険助成 児童の傷害保険掛金を児童クラブが負担している場合に児

童 1 人 200 円を限度に助成 

児童クラブ 558 

長崎県 

諫早市 

指導員研修費助成事

業 

クラブ指導員の資質向上及び自己研鑚のための研修参加

費などの補助、1 クラブあたり 40,000 円（年額） 

14 クラブ 560 

 補助指導員賃金助成

事業 

長期休暇などに開所するための補助員雇用にかかる賃金の

補助（組織数による定額補助）。1 組織とは対象児童（小学校

低学年）35 人を持ってあてるものとする。1 組織あたり

100,000 円(年額）。 

14 クラブ 2,700 
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(5) ひとり親家庭支援策 

ひとり親家庭支援策の中では、事業の中では相談事業の記入件数が も多かった。内容を

見ると、対応機関・対応者などがきちんと明記されており、体制や内容が充実して行われている

とがわかる内容となっている。 

就労支援事業については、市町村としても様々な事業に取り組んでいるが、都道府県の関

係機関や事業と連携して行っている部分があることがうかがえた。交流事業については、市町

村ごとに地域の社会資源を生かしながら様々な内容で取り組んでいることがうかがえた。 

ヘルパー派遣、ショートステイ・一時預かり、健全育成の 3 事業は、ひとり親家庭以外の子育

て家庭も対象とする事業で対応しているのか、記入件数が相談等他事業に比べて少なかった。 

① 相談 

相談事業に関する独自事業の主体・体制としては、様々な関係機関・職種が挙げられて

いた。福祉事務所の母子自立支援員・家庭相談員、母子保健センターの正職員、保育士、

保健師、子ども家庭支援センターや公立・民間保育所の園長、民生委員などが、地域の実

情に応じてひとり親家庭の相談にあたっていることがわかる。 

分野：⑤ひとり親家庭支援策 

事業名：相談 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

秋田県 

横手市 

実施場所：福祉事務所内 

実施日・頻度：毎週月～金曜日 8：30～17：00 

職員体制：母子自立支援員、家庭相談員で対応、事業費の内訳

は、1838、1791 千円 

相談件数：母子 520 件、父子 3 件 3,629 

山形県 

東根市 

実施場所：母子保健センター 

実施時期：第 2・4 日曜日、月 2 回 

職員体制：正職員保育士、保健師 

1 か所、1 回 5 人 39 

千葉県 

野田市 

母子自立支援員（月曜～木曜 9：00～17：00 金曜 9：00～19：00）、

養育費のための法律相談（毎月第 3 金曜日 19：00～21：00） 

1 日 2 名体制 2,402 

千葉県 

浦安市 

実施場所：子ども家庭支援センター、実施日・月～土曜日午前 9 時

～午後 5 時 

職員体制：母子自立支援員 2 名 

4172  

神奈川県 

伊勢原市 

管内の公立、民間保育所の園長に母子自立相談員を委嘱し、民園

で相談に対応 

11 園 350 

愛知県 

師勝町 

ひとり親家庭生活支援として「土、日夜間等電話相談」民生委員が

実施 

ひとり親世帯 0 

兵庫県 

尼崎市 

尼崎市母子福祉センターで実施している。実施日は平日月曜～金

曜の 9 時～17 時 15 分、担当職員 1 名、実施主体は尼崎市で尼崎

市婦人共励会に委託している 

1 か所、年間約 80 人 251 

岡山県 

倉敷市 

市より任命を受けた地域の母子福祉協力員（54 名）が地域の母子

家庭を恒常的に訪問し生活全般にわたる相談に応じ助言を行う 

市内在住の母子家庭 297 

広島県 

福山市 

運営：母子寡婦福祉団体に業務委託 

職員体制：団体が各学区に相談員を設置 

内容：母子家庭などの相談、助言、指導 

1 団体 200 
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② 就労支援 

就労支援策としては、職業訓練、資格や技能取得の経費に対する一部助成事業を回答し

た市町村が多かった。次いで、相談やキャリアカウンセリング事業が多かった。多くはないが、

雇用主への賃金助成事業等の記載もみられた。 

事業名：就労支援 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

栃木県 

宇都宮市 

母子寡婦福祉連合会補助金、連合会が雇用し公共施設の売店で

働く職員の賃金分を連合会へ助成する 

3 か所、3 人分 2,406 

埼玉県 

川越市 

高等技能訓練促進費事業、就職に役立つ資格取得を目指す母子

家庭の母に訓練促進費を支給する 

対象資格の取得を目指す母子家庭の

母 

6,180 

千葉県 

松戸市 

母子家庭等就労促進事業 

「自立支援教育訓練給付金事業」に上乗せまたは横出しの形で、市

長が指定する講座を受講修了者に受講料を 20 万円を上限に額助

成 

母子家庭の母及び寡婦 2,259 

千葉県 

柏市 

ひとり親家庭など就業資格など取得助成事業、資格取得に要した

経費の一部を助成する。 

ファミリーサポートセンター利用料助成事業、利用料の一部を助成

する。 

ひとり親家庭の母または父 4,520 

長野県 

諏訪市 

窓口で受付、ブロックに配置されている就職支援員につなげる、能

力開発にて資格など身につけ経済に反映する 

 900 

静岡県 

天竜市 

母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 

常用雇用転換奨励金事業 

上限 1 名、1 事業主 500 

愛知県 

師勝町 

県就労支援員に場所を提供し月 1 回就労支援相談を実施 ひとり親世帯 0 

滋賀県 

大津市 

就労支援員がハローワークと連携を図りながら支援する、就労講習

会（6/4)自立教育訓練給付事業 

就労ミニ面接会（2/8)高等技能訓練費事業 

6/4 100 名、2/4 40 名（平成 16 年度） 4,830 

大阪府 

富田林市 

父子家庭に対し、自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進

費補助金、常用雇用転換奨励金などの事業を実施 

父子家庭 2,336 

大阪府 

河南町 

「地域就労支援センター」を開設し、雇用・就労に関する相談、パソ

コンによる職業適性診断、インターネットによる求人情報検索などを

行う。また、近隣の町村と共同で就労支援のためのパソコン講座を

開催している 

 904 

福岡県 

北九州市 

自立支援教育訓練給付金、授業料の 40%支給。高等技能訓練促進

費、月額 103,000 円支給。常用雇用転換奨励金、1 件あたり

300,000 円支給 

母子家庭の母及びこれを雇用する事業

主 

13,260 
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③ ヘルパー派遣 

ひとり親家庭支援策としてのヘルパー派遣事業は、後述するひとり親家庭支援策としての

ショートステイ・一時預かり、健全育成事業よりも記入件数が多く、実施する市町村が多いと

みられる。 

事業の形態としては、ヘルパー派遣の依頼の受付けは市町村が行うが、運営は母子寡婦

福祉連合会、民間業者、社会福祉協議会、シルバー人材センター等の民間に委託する形態

が多い。 

事業名：ヘルパー派遣 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

千葉県 

浦安市 

運営：民間業者へ委託、実施日・月～日曜日、派遣時間：午前 6 時

～午後 10 時、受付は市役所子育て家庭課 

5888 人  

神奈川県 

横須賀市 

母子家庭の家族が病気やケガなどで、日常の家事や育児困ったと

きの支援。1 年間あたり 10 日以内（時間単位可）無料 

家庭生活支援員 2 人、利用者 3 人 565 

愛知県 

津島市 

一時的に日常生活の支援を必要とするひとり親家族及び寡婦に対

して、家庭生活支援員を社会福祉協議会から派遣 

 487 

愛知県 

日進市 

母子家庭などの日常生活支援事業、月～金曜日、シルバー人材セ

ンターへの委託 

母子、寡婦、父子家庭のうち登録者 600 

愛知県 

設楽町 

一時的に生活援助が必要な場合または生活環境の激変により日常

生活に支障が生じている者に足し、生活支援員を派遣する。介助

予防事業ヘルパーを含んで一名分の人件費 

1 人 3,621 

大阪府 

吹田市 

父子家庭対象、1 日 8 時間の派遣を年間 7 日まで、所得制限あり 4 人 187 

広島県 

坂町 

広島県母子寡婦福祉連合会に委託し、支援員派遣希望の家庭に

随時、支援員を派遣する 

町内在住の母子、父子、寡婦家庭 377 

香川県 

観音寺市 

子育て支援、子育てホームヘルパー派遣事業、母子家庭の個人負

担金を一般世帯の半額にしている（家庭へ子育てヘルパーを出向

かせる） 

家庭で児童を養育している保護者が 1

日ないし、数時間不在となる場合など 

1,764 

沖縄県 

名護市 

母子及び父子の家庭に対しホームヘルパーを派遣し、家事、介護

等の日常生活及び外出時の付き添いを行う。 

 56 

 

④ ショートステイ・一時預かり 

都道府県事業と同様に、ひとり親家庭支援策としてのショートステイ・一時預かり事業につ

いては記入が少なかった。場所は児童擁護施設、児童福祉施設等での預かりとなっている。 

事業名：ショートステイ・一時預かり 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

東京都 

八王子市 

ショートステイ、トワイライステイ、365 日児童擁護施設に委託 1 か所、定員 1 日 3 人まで 3,437 

兵庫県 

伊丹市 

児童を児童福祉施設で預かる。DV などによる緊急一時保護も実

施、利用時間：原則 1 週間以内、負担金：あり 

シ ョ ー ト ス テ イ 、 利 用 人 数 147 人 、

H17.2.1 現在 

615 

 

⑤ 子どもの健全育成 

都道府県事業と同様に、ひとり親家庭支援策としての子どもの健全育成事業についての

記入は少なかった。内容としては、放課後児童対策事業の優先入所、各種イベントへの招待、

模範児童市長表彰などとなっている。 

事業名：子どもの健全育成 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

秋田県 

横手市 

放課後児童対策事業において、ひとり親家庭に対しての経済支援

や優先的に入所させている 

  

栃木県 

小山市 

障害者、母子寡婦合同スポーツ大会（年 1 回）、ひとり親家庭招待

事業（旅行）（年 1 回）、模範児童市長表彰（主にひとり親の子を対

象とする）年 1 回 

200 名、0 名 80 
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市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

広島県 

広島市 

1.ひとり親家庭健全育成事業補助、16 年度ナイター観戦、広島市

民球場、16 年 8 月 7 日、（財）広島市母子寡婦福祉連合会へ補助。

2.ひとり親家庭ふれあい観劇会、アステールプラザ、17 年 2 月 20

日、（財）広島市母子寡婦福祉連合会と共催 

1：350 人、2：500 人 1,172 

 

⑥ ひとり親家庭同士の交流支援 

ひとり親家庭同士の交流支援事業は、交流を目的としたレクリエーション、手芸・料理・生

け花、スポーツ講習等を通じて行われている。その他、ひとり親家庭支援ネットワーク会議な

どで関係者が集合して組織的に相談や交流会を行うという市町村もあった。 

事業名：ひとり親家庭同士の交流支援 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 

美唄市 

親子クリスマス会（毎月 12 月）子育て支援センター、親子施設見学

会（毎年 7 月）アンケート調査により場所決定、主催：市、民生児童

委員協議会母子寡婦福祉会 

母子父子または両親のいない中学生以

下の児童とその扶養者 

101 

秋田県 

湯沢市 

母子寡婦連合会が主催して行っている。ひとり親家庭の交流・レクリ

エーションに対して支援している。 

ひとり親家庭 32 

群馬県 

前橋市 

若年母子家庭等援護友愛事業 

若年母子（父子）家庭の生活の安定と児童の健全育成を助長するこ

とを目的とし、レクリエーション、研修会などを実施 

 1,800 

群馬県 

吉井町 

手芸、料理、行け花、スポーツ講習や研修および日帰り旅行など 44 名 130 

東京都 

中央区 

1 親子観劇会：年 1 回 

2 ひとり親家庭休養ホーム：指定施設を無料または低額な料金で利

用できるよう助成 

1：310 人 

2：（宿泊）250 人、（日帰り）900 人 

6,194 

神奈川県 

横須賀市 

年 1 回土曜日に子育て中のひとり親及び関心のある方たちで、今後

ひとり親支援のあり方について意見、情報交換を行う。職員が会の

進行を行う 

1 か所 20 

石川県 

白山市 

母子寡婦福祉協会に対し、母子研修会、母子寡婦福祉のつどい、

クリスマスのつどい、母子父子家庭の新入学児童を祝う会などのひ

とり親家庭等活動事業を委託 

 200 

長野県 

松本市 

母と子の集いバスハイク事業（年 1 回） 

母子、父子世帯児童生徒激励会（年 1 回） 

100 人、50 人 675 

岐阜県 

大野町 

ひとり親家庭の親子による遠足に対する補助 30 名 49 

岐阜県 

池田町 

仲良しの集い事業。民生児童委員、母子福祉関係者などが、ひとり

親家庭の児童の 1 日親となって 1 日バス旅行（社会見学）に連れて

いき、激励し親睦を図る 

出席児童 65 人 486 

愛知県 

瀬戸市 

自然観察会：親と子の学集会を実施し、同行する母子福祉会の役

員がひとり親家庭に適切なアドバイスをすることでひとり親家庭の良

好な人間関係形成と共助の精神を養うことを目的としている 

年 2 回、延べ参加人数：164 人 467 

京都府 

京丹後市 

新入学児童を祝う会（H17.3.13 実施予定）：H17.4.1 に小学校へ入

学するひとり親家庭対象、親子遠足（日帰りバス遠足） 

市内ひとり親家庭の児童、保護者 1,800 

大阪府 

八尾市 

ひとり親家庭支援ネットワーク会議、母子施設にて不定期で開催、

民生児童委員、市内福祉団体、PTA、母子自立支援員などが参

加、母子寡婦福祉会などの集合体で組織、相談や交流会を主催 

市内ひとり親家庭 0 

熊本県 

人吉市 

親と子のふれあい事業。毎年 1 回 1 人親世帯のレクリエーションを

兼ねた交流会を母子会、市、社協で実施している 

母子世帯、父子世帯対象、約 470 世帯 60 

 



144 

⑦ 経済的支援（児童手当、児童扶養手当は除く） 

経済的支援策は様々なものがある。医療費助成、水道・下水道使用料助成、母子父子家

庭児童就学就職支度金、保育料の軽減、母子家庭への貸付（無利子）、住宅手当て、住み

替え家賃助成、タクシー券の交付、母子家庭等高校授業料助成、ヘルパー利用料の助成・

軽減化などの記入があった。自治体によって、ひとり親家庭のニーズを把握し、事業規模な

どを考慮しながら実施している様子がうかがえる。 

事業名：経済的支援（児童手当、児童扶養手当は除く） 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

北海道 

旭川市 

18歳未満の児童と母の家庭へ健康保険の自己負担分を助成（母は

入院のみ、児童は入院、外来対象） 

対象者数：9151 人 248,627 

北海道 

鷹栖町 

ひまわり年金、町に引き続き 3 か月以上居住している母子父子家庭

の 18 歳未満の児童を対象とし年額 2 万円の年金を支給 

84 人 1,680 

 水道・下水道使用料助成、町に引き続き 3 か月以上居住している母

子世帯などを対象に上下水道料の基本料の 1/2 を助成する（対象

世帯生保基準の 1.2 傍以下の世帯） 

33 世帯 540 

岩手県 

金ヶ崎町 

父子家庭への医療費助成（自己負担分の一部を助成）、入院：1 医

療機関 5000 円、外来：1 医療機関、1 診療科につき 1500 円を除い

た額 

対象者数 18 人 70 

宮城県 

岩沼市 

「母子福祉対策資金貸付」事業。母子家庭などに対して、1 世帯に

つき 7 万円までの貸付けを実施している。 

10 世帯 700 

宮城県 

迫町 

母子家庭への貸付（無利子）、1 回 50000 円、6 か月以内の返済 

母子父子家庭医療費助成、外来月 1000 円以上を償還払い、入院

月 2000 円以上を償還払い 

 5,352 

秋田県 

太田町 

太田町役場、入学祝い金 4/27：小・中・高入学児童：289 人、越冬

用品券支給：小・中児童（12 月）：308 

 597 

山形県 

平田町 

遺児教育手当、両親のいない児童 1 人に小学校から高校卒業時ま

で、月額 5,000 円、ひとり親しかいない児童に月額 3,000 円 

 2,592 

茨城県 

牛久市 

1 児童育成手当（父子家庭への手当） 

2 新入学、就職支度金の助成 

1 20 人 

2 237 人 

31,928 

茨城県 

美浦村 

児童扶養手当を受給している借家住まいの母に対して住宅手当補

助 

27 人 1,620 

茨城県 

河内町 

18 歳以上 20 歳未満の児童のいるひとり親家族への医療費の支援 23 人 278 

群馬県 

館林市 

車を有しない母子などに対しタクシー券の交付 20 人 280 

群馬県 

吉井町 

吉井町母子父子手当。18 歳未満の児童を扶養しているひとり親で

児童扶養手当や公的年金制度からの年金などの給付を受けていな

い人に年1 回支給。児童1 人41,500 円、2 人43,500 円、3 人 45,500

円 

63 名 2,669 

埼玉県 

本庄市 

「ひとり親家庭等医療費支給事業（県補助事業）」のうち、県補助対

象とならない入院食事代への補助 

1165 人 354 

埼玉県 

蕨市 

ひとり親世帯民間賃借住宅家賃助成 25 世帯 2,769 

千葉県 

佐倉市 

医療費の助成（所得制限あり）。保健医療給付を受けた場合、自己

負担額の一部を助成する。 

対象：母子家庭、父子家庭、人数 717 人 12,852 

東京都 

台東区 

民間住宅に 1 年以上居住し、立ち退きを求められ区内に転居する

者の費用を補助する 

ひとり親家庭の親と 20 歳未満の子 432 

東京都 

大田区 

住み替え家賃助成（地域行政センター） 

休養ホーム（地域行政センター） 

 7,250 

東京都 

葛飾区 

ひとり親家庭を対象に旧家賃と新家賃との差額や契約礼金などを

助成 

ひとり親家庭条件付 696 

東京都 

狛江市 

ひとり親家族が利用したヘルパーに対し月 12 日まで、1 日 1 回当た

り 3,000 円、半日であれば 1 回当たり 1,500 円助成する 

義務教育終了前の児童を扶養している

ひとり親家庭 

108 

神奈川県 

海老名市 

海老名市母子父子福祉住宅手当年 1 回支給、月額 7,000 円を上限

で支給 

180 世帯、所得制限あり、母子父子家庭

の借家世帯 

15,120 

富山県 

滑川市 

ひとり親家庭等医療費給付事業 

母子家庭緊急生活資金貸付金、母子福祉活動促進事業 

ひとり親家庭等医療費給付（県補の所得制限を超える家庭につい

て市単独で給付）。事業費は、県補,市単の合計 

 20,527 

富山県 

砺波市 

1 母子寡婦福祉金貸与：1 回 10 万円を上限とし、6 か月以内に決め

られた返済月までに返済する（返済月 10 月、3 月） 

2 医療費助成：県事業での所得制限をなくして実施（未就学児） 

 5,000 
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市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

石川県 

羽咋市 

入学祝金 

小学校 10,000 円、中学校 10,000 円、高校 50,000 円、大学など

100,000 円 

47 名 2,440 

福井県 

鯖江市 

母子家庭等高校授業料助成 

県立高校授業料 1/2 限度に助成。所得制限有 

延 670 人 2,800 

長野県 

伊那市 

入浴料金の助成（母子父子家庭の親と 18 歳未満の子）  567 

岐阜県 

大垣市 

ひとり親家庭生活資金など貸付金、貸付限度額 15 万円、貸付利率

無利子 

 300 

岐阜県 

坂祝町 

福祉奨励金：高校の授業料の一部を助成、福祉給付金：上下水道

の基本料の一部を助成 

14 人、8 人 1,417 

愛知県 

豊田市 

市営住宅使用料の軽減(母子減免 10％） 187 世帯、H17.1.1 現在  

三重県 

いなべ市 

いなべ市ひとり親家庭等就学金 

22 歳に達する日以降、 初の 3 月 31 日までで保育所～大学に在

学する者を養育するひとり親などに対し、年 3 回支給する就学金 

約 170 人 10,323 

三重県 

東員町 

県のひとり親家庭など医療費助成制度に上乗せしている(18～20 歳

未満） 

 1,320 

三重県 

安濃町 

高等学校へ通学する母子家庭の生徒対象。交通機関を利用する

場合 1 か月の定期の 1/2（上限 3000 円）。自転車を借りる場合月額

1000 円 

18 人 408 

京都府 

木津町 

母子家庭医療制度のうち、府補助事業の所得制限対象外の者に対

して医療の給付を行っている 

8 人 316 

大阪府 

大阪市 

市営交通機関用乗車料金福祉措置、母子世帯、特別児童扶養手

当 1 級受給世帯の方などに地下鉄、バス、ニュートラム及び OTS の

無料乗車証又は割引証を交付 

 255,584 

兵庫県 

西宮市 

遺児福祉金：18 歳未満の児童で、両親または父親か母親がいない

状態の人で、西宮市に引き続き 1 年以上居住している場合に支給。

所得制限あり。児童 1 人 45 千円（年）、児童 2 人目からの加算額 12

千円（年） 

5,160 人 181,601 

広島県 

竹原市 

ひとり親家庭など入学奨励金（母子、父子家庭またはこれに準ずる

課程の児童が小・中学校へ入学する場合、支給する） 

79 人 395 

広島県 

府中町 

府中町児童手当（母子父子家庭、障害児の親または養育者）、中学

校卒業までの児童（1 人目 3,000 円/月、2 人目以降 1,500 円/月）、

小中学校入学時 1 人につき 10,000 円の祝金、所得制限あり 

 15,229 

香川県 

国分寺町 

母子家庭等児童に対する入学支度金、小中学校 10,000 円、高等

学校 15,000 円、毎年 4 月 1 日に受給権者を決定し、同月中に支給

小学校 40 人、中学校 45 人、高校 27 人 1,255 

福岡県 

久留米市 

ひとり親家庭の児童が高校・大学などへ進学する場合に入学準備

資金を貸付けている。高校 10 万円、大学など 25 万円 

 2,854 

大分県 

日出町 

町母子会貸付金：1,000 千円、町母子会補助金：170 千円  1,170 

宮崎県 

宮崎市 

母子世帯生活つなぎ資金貸付、一世帯 3 万円を限度に 6 か月間無

利子で貸与、遺児福祉手当、父母の両方またはどちらかと死別して

いる義務教育中の児童を養育している人に月額 4,000 円を支給す

る。3 月と 9 月の年 2 回支給。 

 12,850 

 



146 

⑧ その他 

卒業記念に 2 千円の図書券贈呈、コミュニティバス無料乗車券の交付など、ひとり親家庭

が受ける各種支援が挙げられた。その他、市母子寡婦福祉連合会事務局や町内母子会等

への補助金交付など、関連団体、支援組織への助成なども挙げられている。 

事業名：その他 
市町村 事業内容 事業対象 事業費(千円)

秋田県 

増田町 

中学校を卒業するひとり親家庭の児童に対して、卒業記念として 1

人 2 千円分の図書券を贈呈する 

6 人 12 

栃木県 

今市市 

市母子寡婦福祉連合会事務局として支援。 

市母子寡婦福祉連合会事務局への補助金交付。 

会員 72 

群馬県 

箕郷町 

町内母子会への補助金支出  40 

埼玉県 

狭山市 

遺児就学援助等支給制度 

義務教育課程にある遺児1 人につき月額3,000 円と半期ごとに図書

券または文具券 1 万円分を支給 

対象児童数：延 1,283 人 5,600 

埼玉県 

小鹿野町 

ひとり親家庭援助費として町営温泉施設への利用券を配布している 200 118 

東京都 

港区 

コミュニティバス無料乗車券の交付、ひとり親家庭休養 指定の宿

泊、遊園施設の利用料の全部または一部を助成 

800 枚、845 人 2,618 

東京都 

府中市 

ひとり親家庭休養ホーム利用助成事業（交通費の助成） 

ひとり親家庭健康診断費助成事業（市民医療センターで実施する

総合健康診断の助成） 

 609 

神奈川県 

秦野市 

年 3 回、4 月、7 月、10 月に情報紙「なでしこ」により、新聞を取って

いなく広報の情報を得られない母子家庭に情報提供を行っている

 0 

新潟県 

新潟市 

ひとり親家庭無料入浴事業、実施場所：新潟市公衆浴場組合加盟

店、内容：家庭に入浴施設がなく、かつ公衆浴場を利用しているひ

とり親家庭で義務教育終了前の児童とその父、母、これに準ずるも

のに対し、1 人につき月 4 枚の入浴券を交付する 

対象人数：20 人 299 

岐阜県 

羽島市 

ひとり親家庭に対して中学校、高校の制服をリサイクル実施をしてい

る（集めたものを生活困難者へ提供している） 

 0 

三重県 

安濃町 

母子年金支給、町内に居住する母子家庭対象、児童を養育する者

に年額 5000 円の母子年金支給 

50 人 290 

京都府 

京丹後市 

母子寡婦福祉会活動費補助金交付 

父子会活動費補助金交付 

母子…1 団体 705,000 円/年 

父子…1 団体 60,000 円/年 

765 

京都府 

京北町 

母子寡婦家庭自動車免許取得扶助事業 2 人 300 

京都府 

美山町 

生活支援講習会、2/21、町民センター。町、社協主催の介護予防

講座への参加、その後、参加者による交流。 

60 名、20 名 132 

大阪府 

池田市 

母子住宅への入居事業、市内の特定市営住宅に母子枠を設けて、

優先入居（12 戸）（母子支援員） 

  

兵庫県 

神戸市 

母子婦人アパート：母子婦人世帯に低額な使用料で居室を貸与。

母子婦人短期保護：母子生活支援施設で行き場のない対象者を一

時的に保護する 

母子世帯 4,837 

兵庫県 

尼崎市 

尼崎市母子寡婦福祉大会開催経費（一部）助成金 参加人員約 450 人 112 

兵庫県 

明石市 

母子福祉センター事業 母子家庭および寡婦 3,000 

奈良県 

生駒市 

母子家庭入学祝品、小学校入学の子どものいる母子世帯に対し、

2,500 円(予定）の文具券を贈る。所得制限なし 

40 人 120 

和歌山県 

那賀町 

保育所、小・中学校卒業児童に文具券、1 人あたり 3,000 円 33 人 100 

島根県 

浜田市 

母子家庭に住民票、戸籍抄本、所得証明などの発行手数料免除 本庁のみ（父子家庭除く） 0 

福岡県 

北九州市 

母子家庭等休養ホーム利用補助、市内外 8 か所の国民宿舎などを

母子家庭等休養ホームに指定し、宿泊利用に対して補助を行う 

 406 

鹿児島県 

鹿児島市 

母子寡婦福祉資金償還対策事業 

母子寡婦福祉資金貸付金の償還業務を専門に行う償還指導員を

配置し、未償還分の確保に努める。平成 15 年度に嘱託員 2 人を 3

人に増員（償還滞納者に係る収納業務など） 

償還金滞納者 5,324 

沖縄県 

浦添市 

母子家庭など宿泊旅費助成事業、母など 5,000 円、児童 1 人につき

3,000 円 

50 件 550 

 


