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自治体数
有効

回収票数
有効回収率

政令市 20 15 75.0%
人口30万以上 63 57 90.5%
人口10万以上 203 143 70.4%
人口５万以上 273 188 68.9%
人口５万未満 1,183 628 53.1%
合計 1,742 1,031 59.2%

Ⅱ．全国自治体（市区町村）の子ども・子育て支援施策に関する調査 

 

１．調査概要 

 

（１） 調査方法 

調査票を郵送配布、郵送回収 

また、希望自治体には、電子データの web ページからのダウンロードによる配布、アップロードによる

回収を併用した。 

 

（２） 調査期間 

2012 年 10 月８日～19 日 

 

（３） 調査対象 

全基礎自治体 1,742 自治体（1,719 市町村、特別区（東京 23 区）） 

 

（４） 有効回収票数及び回収率 

1,031 自治体（有効回収率 59.2％） 

人口規模別内訳 

 

 

 

 

 

 

（５） 調査内容 

子育て支援施策全般について及び地域子ども・子育て支援事業並びにその類似事業について、全国

の市区町村で実施されている取組・事業等を調査する。 

 

○ 子ども・子育て支援施策全般について 

・ 条例、宣言等の制定状況 

・ 庁内組織の新設、再編、統合や部署間連携等体制面の工夫 

・ 「地方版子ども・子育て会議」設置への対応 

・ 住民や子育て家庭のニーズを吸い上げるための制度の有無及びその内容 

・ 市区町村全体での特色のある又は先進的な取組・事業等 
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○ 地域子ども・子育て支援事業（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条に規定する13

事業）に係る市区町村独自の特色のある又は先進的な取組・事業等（類似事業を含む。）について 

 

既存 10 事業 

・ 地域子育て支援拠点事業 

・ 一時預かり事業 

・ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

・ ファミリー・サポート・センタ―事業 

・ 子育て短期支援事業 

・ 延長保育促進事業 

・ 病児・病後児保育事業 

・ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

・ 妊婦健康診査 

 

今後新たに設計される３事業 

・ 利用者支援事業 

・ 実費徴収に係る補足給付 

・ 多様な主体の参入を促進する事業 
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取組・事業等 自治体数
市区町村全体での取組・事業等 314

地域子育て支援拠点事業 234
一時預かり事業 79
乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 225
養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 141
ファミリー・サポート・センター事業 124
子育て短期支援事業 39
延長保育促進事業 44
病児・病後児保育事業 104
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 180
妊婦健康診査 149
利用者支援事業 95
実費徴収に係る補足給付 12
多様な主体の参入を促進する事業 5

全体 554

２．調査結果 

 

（１） 「市区町村全体での取組・事業等」及び「地域子ども・子育て支援事業」の回答について 

各市区町村全体で子育て支援に係る特色のある又は先進的な取組・事業等を行っている場合に、その

概要を回答してもらった。 

また、地域子ども・子育て支援事業の実施に当たって、各市区町村で独自に特色のある又は先進的な

取組（類似事業を含む。）を行っている場合も、その概要を回答してもらった（複数の取組・事業等が当て

はまる場合は、それら全てを回答してもらった）。 

 

 

回答欄に記述のあった自治体数は以下の通りであった。 
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自治体名 名称 制定年
兵庫県川西市 川西市子どもの人権オンブズパーソン条例 1998
大阪府箕面市 箕面市子ども条例 1999
石川県金沢市 子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例 2001
東京都世田谷区 世田谷区子ども条例 2002
東京都武蔵野市 武蔵野市児童虐待の防止及び子育て家庭への支援に関する条例 2003
岐阜県多治見市 多治見市子どもの権利に関する条例 2003
東京都調布市 調布市子ども条例 2004
岡山県井原市 井原市子誉め条例 2004
愛媛県松山市 松山市子ども育成条例 2004
東京都日の出町 日の出町こども・青少年育成基本条例 2005
福井県南越前町 南越前町子育て支援金支給条例 2005
山梨県山梨市 山梨市少子化社会対策推進条例 2005
島根県出雲市 21世紀出雲市青少年ネットワーク条例 2005
秋田県秋田市 秋田市未来を築く子どもを育むための市民や社会の役割に関する条例 2006
茨城県古河市 古河市出産子育て奨励金条例 2006
栃木県鹿沼市 鹿沼市子育てにやさしいまちづくり推進条例 2006
東京都豊島区 豊島区子どもの権利に関する条例 2006
富山県魚津市 魚津市子どもの権利条例 2006
岐阜県岐阜市 岐阜市子どもの権利に関する条例 2006
三重県名張市 名張市子ども条例 2006
三重県伊賀市 伊賀市子ども健全育成条例 2006
兵庫県三木市 みきっ子未来応援協議会条例 2006
岡山県浅口市 浅口市子ども育成条例 2006
鹿児島県伊仙町 伊仙町子育て支援金支給条例 2006
福島県西郷村 西郷村子育て基金条例 2007
東京都目黒区 目黒区子ども条例 2007
富山県射水市 射水市子ども条例 2007
愛知県豊田市 豊田市子ども条例 2007
滋賀県東近江市 東近江市こども条例 2007
大阪府大東市 大東市子ども基本条例 2007
兵庫県宝塚市 宝塚市子ども条例 2007
鳥取県北栄町 北栄町子どもを健やかに育てるまちづくり条例 2007
香川県土庄町 土庄町すこやかエンゼル祝金等条例 2007
北海道札幌市 札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例 2008
群馬県みなかみ町みなかみ町子育て支援条例 2008
千葉県流山市 流山市子育てにやさしいまちづくり条例 2008
新潟県上越市 上越市子どもの権利に関する条例 2008
愛知県名古屋市 なごや子ども条例 2008
岡山県岡山市 岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例 2008
岩手県遠野市 遠野市わらすっこ条例 2009
宮城県石巻市 石巻市子どもの権利に関する条例 2009
愛知県岩倉市 岩倉市子ども条例 2009
愛知県日進市 日進市未来をつくる子ども条例 2009
兵庫県尼崎市 尼崎市子どもの育ち支援条例 2009
岡山県総社市 総社市子ども条例 2009
福岡県筑前町 筑前町子どもの権利条例 2009
北海道幕別町 幕別町子どもの権利に関する条例 2010
山形県川西町 川西町子育て支援基金条例 2010
岐阜県大垣市 大垣市子育て支援条例 2010
静岡県浜松市 浜松市子ども育成条例 2010
大阪府藤井寺市 藤井寺市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例 2010

（２） 条例・宣言・キャッチコピーについて 

子育て支援に係る条例・宣言・キャッチコピーを制定している場合に、その名称を尋ねたところ回答があ

ったのは、以下のとおりであった。 

条例（65 件） 
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自治体名 名称 制定年
青森県八戸市 八戸市虐待等の防止に関する条例 2011
山形県河北町 河北町子育て基本条例 2011
愛知県幸田町 幸田町子どもの権利に関する条例 2011
京都府京都市 子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例 2011
兵庫県篠山市 篠山市子育ていちばん条例 2011
岡山県倉敷市 倉敷市子ども条例 2011
大分県大分市 大分市子ども条例 2011
北海道旭川市 旭川市子ども条例 2012
千葉県市原市 笑顔が広がるいちはらっこの子育ち支援条例 2012
千葉県浦安市 浦安市の子どもをみんなで守る条例 2012
福井県越前市 越前市子ども条例 2012
岐阜県可児市 可児市子どものいじめの防止に関する条例 2012
愛知県知立市 知立市子ども条例 2012
大阪府泉南市 泉南市子どもの権利に関する条例 2012

自治体名 名称 議決・制定年
神奈川県厚木市 親孝行都市宣言 1974
北海道幕別町 「児童生徒健全育成推進の町」宣言 1985
北海道稚内市 子育て平和都市宣言 1986
大阪府岸和田市 岸和田っ子宣言 1992
熊本県熊本市 熊本市民「こども憲章」 1994
山口県光市 おっぱい都市宣言 1995
埼玉県越谷市 子ども憲章 1998
沖縄県豊見城市 子どもの街宣言 1998
沖縄県那覇市 世界にはばたく「こどもの街」宣言 1999
埼玉県志木市 子ども憲章（2000年） 志木市子育て憲章　みんなで育てる元気な志木っ子（2004年） 2000
東京都八王子市 八王子市子どもすこやか宣言 2001
埼玉県八潮市 八潮市子ども憲章 2002
長野県岡谷市 おかや子育て憲章 2002
福岡県久留米市 子どもの笑顔があふれるまち宣言 2002
熊本県荒尾市 荒尾市子ども憲章 2002
宮城県利府町 利府町子ども憲章 2003
埼玉県上尾市 上尾市子ども憲章 2003
愛知県高浜市 たかはま子ども市民憲章 2003
神奈川県茅ヶ崎市子どもの安全を守る都市宣言 2004
三重県伊賀市 輝け！いがっ子憲章 2005
岡山県井原市 子どものまち宣言 2005
長野県佐久市 子育て支援都市宣言 2006
大阪府摂津市 子どもの安全安心都市宣言 2006
福岡県筑前町 筑前町子どもの権利宣言 2006
北海道札幌市 さっぽろ市民子育て支援宣言 2007
宮城県角田市 かくだ市民子育て憲章 2007
山形県南陽市 南陽市子育て支援都市宣言 2007
栃木県佐野市 こどもの街宣言 2007
埼玉県神川町 神川っ子宣言 2007
東京都調布市 「子ども 夢 すこやか まちづくり」～いじめや虐待のないまち宣言～ 2007
京都府京都市 子どもを共に育む京都市民憲章 2007
秋田県横手市 横手市子どもの権利宣言 2008
埼玉県秩父市 明日の笑顔は世代を超えて！「子育て支援・元気長寿のまち」宣言 2008
東京都三鷹市 三鷹子ども憲章 2008
大阪府柏原市 柏原市子育て支援都市宣言 2008
沖縄県浦添市 浦添市子どものまちてだこ宣言 2008
沖縄県沖縄市 こどものまち宣言 2008
山形県庄内町 庄内町子育て応援日本の町づくり宣言 2009
長野県上田市 地域みんなで子育て未来っ子輝く都市宣言 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宣言（45 件） 
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自治体名 名称 議決・制定年
大阪府箕面市 箕面市子育て応援宣言 2010
大分県竹田市 健康一直線「子育て一番」宣言 2010
群馬県高崎市 こども都市宣言 2011
埼玉県さいたま市 さいたまキッズなCity大会宣言 2011
岐阜県岐阜市 岐阜市子ども環境宣言 2011
兵庫県相生市 相生市子育て応援都市宣言 2011

自治体名 キャッチコピー 制作年
静岡県長泉町 子どもが輝き子育てが楽しい心ふれあうまちをめざして 1996
沖縄県豊見城市 子どもが活きる街・豊見城 1996
兵庫県尼崎市 子どもの笑顔が輝くまちあまがさき 1999
岐阜県多治見市 「た」のしくくらす権利 「じ」ぶんをたいせつにする権利 「み」んなとなかよくする権利 2003
兵庫県播磨町 次代を担う子どもたちが幸せな笑顔で育つ、子育てに喜びと楽しみを実感できるまち・はりま 2003
島根県雲南市 子育てするなら雲南市 2004
香川県善通寺市 もっと、子どもを生み育てたいまちぜんつうじ 2004
熊本県大津町 おーえんず 2004
北海道江差町 子どもが育つ、地域が育つ、人を大事にするまちづくり 2005
北海道中標津町 地域で育つ、地域で育てる未来の力 世代を超えてみんなが笑顔で自信をもってくらせる町 2005
宮城県登米市 子どもと子育て家族をみんなで支えるまち・安心して子育てができるまち・登米 2005
宮城県利府町 子どもの笑顔と元気な声が響く十符の町 2005
茨城県日立市 いきいき・すくすく・地域に育つ ひたちっ子 2005
茨城県八千代町 豊かな地域 育む 親と子 2005
埼玉県川越市 子どもと親と地域とがともに育ち支えあうまち川越 2005
埼玉県草加市 くらしを支えあう、子どもも親もいきいき子育て応援のまち そうか 2005
埼玉県越生町 子育て・子育ちに喜びを実感できるまち越生 2005
千葉県富津市 いいじゃないか！ふっつ 2005
東京都立川市 子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに 2005
東京都府中市 ひとみ輝け！府中の子どもたち 心豊かな子どもがいきいきと育つまち 2005
新潟県長岡市 育つよろこび 育てる幸せ 子育てを応援するまち 長岡 2005
岐阜県下呂市 みんなで子育て 子育ちを支えるまち 下呂市 2005
三重県名張市 産み育てるにやさしいまち“なばり” 2005
滋賀県東近江市 はばたけ！未来にのびのび東近江っ子 2005
和歌山県和歌山市 みんなで子育て子どもきらきら和歌山－子どもの輝きがすべての市民を結ぶ－ 2005
広島県福山市 みんなで創る子育て№１（ナンバーワン） ONLY１（オンリーワン）のまち ふくやま 2005
広島県東広島市 つながる つなげる 育ちあいのまちづくり 2005
福岡県久留米市 子どもの笑顔があふれるまちづくり 2005
福岡県筑前町 みつめよう 子どもの心 親の声 未来へつなぐ 町づくり 2005
佐賀県伊万里市 子どもと家庭と地域が輝きながら育ちあうまち 2005
奈良県宇陀市 子どもたちが地域に見守られ安心してかがやく未来に羽ばたけるまち宇陀 2006
鳥取県日野町 陽の光をいっぱいあびて、のびのび元気できらりとかがやく子に 2006
北海道札幌市 子どもの笑顔はみんなの元気♪♪ 2007
千葉県千葉市 子どもを産み育てたいと思うまち『ちば』の実現 2007
福岡県福岡市 「い～な」ふくおか・子ども週間 2007
大阪府箕面市 子育てしやすさ日本一 2008
岡山県倉敷市 子育てするなら倉敷でと言われるまち 2008
岡山県総社市 子育て王国そうじゃ 2008
山口県光市 みつめ だきしめ かたりあう～心温かい人が育つ「わ」のまち“ひかり”～ 2008
長崎県松浦市 心通わせ、子育て安心たくましい子等の育つまち 2008
栃木県大田原市 すべては、子どもたちの未来のために 2009
愛知県東浦町 子育て応援のまち「日本一を目指して」 2009
大阪府茨木市 楽しく健やかな子育てのまちに 2009
秋田県横手市 子どもが 親が 地域で育つ 笑顔あふれるまち 2010
山形県村山市 安心して子育てができる環境を 2010
福島県川俣町 楽しく子育てみんなで支援 2010
福島県湯川村 みんなで育てる みんなで支える 子育てのむら ゆがわむら 2010

 

 

 

 

 

 

キャッチコピー（94 件） 
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自治体名 キャッチコピー 制作年
栃木県さくら市 明日の子に託せるまちづくり 2010
千葉県松戸市 こどもといると、まいにちたのしい 2010
新潟県新潟市 日本一子育てにやさしい都市 2010
新潟県小千谷市 こどもの笑顔 かがやくまち おぢや 2010
石川県穴水町 家族と地域が育む健やかな子どもの成長 2010
福井県勝山市 「子育て環境モデル都市」の実現－子育て環境日本一を目指して－ 2010
長野県諏訪市 みんなで子育て みんなが笑顔 2010
岐阜県美濃市 親と子の未来をつなごう、みんなで子育て 2010
岐阜県飛騨市 みんなで育もう、地域の宝～子育てにぬくもりを、子どもから飛騨市の元気を～ 2010
岐阜県海津市 子どもたちを、子ども時代を、誇りに思えるまちづくり 2010
岐阜県笠松町 ともに育ち、ともに育てるまち、かさまつ 2010
愛知県大府市 未来へのかけはし渡る子どもの笑顔 2010
京都府宇治田原町 地域の絆で子どもを育む あたたかいふるさと うじたわら 2010
兵庫県猪名川町 いなっ子 きらきら次代（あした）をみんなで育むまち 猪名川 2010
鳥取県北栄町 風にはばたけ笑顔いっぱい未来をつくるほくえいっ子 2010
山口県美祢市 みんなで育てよう笑顔あふれる美祢の子を 2010
高知県香美市 すべての子どもが生き生きと幸せに育まれるまち香美市 2010
福岡県須惠町 子どもがきらきら、家族がにこにこ、地域がいきいき、未来へつなぐまちづくり 2010
福岡県大刀洗町 いきいき楽しく子どもを育て明るい未来をひらくまちづくり 2010
長崎県東彼杵町 すくすくのびのび 子育てを楽しむ 住みよいまち ひがしそのぎ 2010
熊本県宇土市 宇土っ子のゆたかな心と元気な体を育む 2010
東京都足立区 たくましく生き抜く力を育む 2011
長野県宮田村 うちの子よその子宮田の子 2011
愛知県東郷町 子育てするなら東郷町 2011
宮崎県日南市 育てよう元気な子ども地域の輪 2011
宮崎県えびの市 未来へはばたけえびのっ子 みんなで広げよう子育ての輪 2011
宮崎県西米良村 安心して子どもを産み育てられる村～西米良村 2011
鳥取県南部町 おせの背中を魅せよう 2012
茨城県高萩市 萩っ子 ハギッず
群馬県玉村町 子ども 親 そして地域がともに輝くたまむら
埼玉県春日部市 日本一幸せに子育てができるまち
千葉県市原市 子育て一番のまち
千葉県八千代市 子どもの元気がみえるまち
東京都新宿区 子育てコミュニティタウン新宿
神奈川県南足柄市 笑顔かがやけ 子どもはみんなのたからもの
神奈川県箱根町 子育てするなら箱根町／子どもは財産！箱根で子育て！みんなで子育て！
新潟県見附市 子育てするなら見附
長野県小海町 子育てするなら小海町
静岡県袋井市 地域で支える夢ある子育て
愛知県犬山市 犬山の子は犬山で育てる
滋賀県米原市 夢育み笑顔あふれる米原市～子どもとともに光るまち～
大阪府泉南市 泉南っ子・わくわく・夢プラン
岡山県久米南町 声かけて みんなで育てよう 子ども達
広島県尾道市 子育てするなら尾道で
福岡県田川市 みんなで育む たがわっ子～子どもとともに大人も地域も育つまち～
長崎県島原市 子どもは未来の夢・そして希望！子育てにやさしいまち しまばら
熊本県山都町 地域で子育て！みんなでつなごう子どもの笑顔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 制作年が未回答だったものは空欄とした。 
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（３） 地域子ども・子育て支援事業（既存 10 事業）の主な特色・工夫 

調査票の回答欄に記述のあった取組に見られた主な特色・工夫について、事業別に取りまとめた。 

参考として、各事業の全国での実施状況を掲載する（厚生労働省調べ）。 

 

① 地域子育て支援拠点事業の主な特色・工夫 

・ 大学や NPO との連携による共同での事業実施 

・ 高齢者と子どもとの世代間交流の場の提供 

・ 障がいのある児童とそうでない児童が一緒に活動する場の提供 

・ 地元商店街や地元商工会議所に運営委員会に参加してもらい、地域の情報提供やニーズ把握の

協力をしてもらう。 

・ 近隣自治体と連携し相互の施設を活用した事業の実施 

・ 利用者が立ち寄りやすいようデパートなどの商業施設内に開設する。 

・ 空き店舗や小学校の空き教室、公共施設の空きスペースを活用した多数箇所での実施 

【参考】 

○ 実施箇所数(2011 年度交付決定数) 

5,722 か所 内、ひろば型 2,132 か所 

センター型 3,219 か所 

児童館型  371 か所 

 

② 一時預かり事業の主な特色・工夫 

・ 利便性向上のため駅ビル等での実施 

・ 実施時間を拡大し深夜も実施 

・ 理由を問わず希望により利用できる一時預かりの実施 

・ 里帰り出産への対応（出産前後二ヶ月間利用できるなど期間を柔軟にする） 

・ 幼稚園を活用した預かり保育の実施 

・ 空き状況をホームページで公表 

・ 当日申込みについても対応できるようにする。 

・ 無料体験クーポン券を出産した母親に配布 

・ 近隣自治体で連携してどの保育所も利用可能とする。 

【参考】 

○ 実施箇所数(2011 年度交付決定数) 

7,254 か所 内、保育所型 6,936 か所 

地域密着型  154 か所 

地域密着Ⅱ型  164 か所 
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③ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）の主な特色・工夫 

・ 出生届や母子手帳交付時にアンケートや保健師等による面接を実施し、支援が必要となる母親を

早期に把握し、訪問時の対応等に役立てている。 

･ 近隣自治体の周産期医療機関と連携会議を設置し、統一的な連絡表を作成するなど要支援産婦

の早期把握のための情報提供体制の構築を図り、訪問時の対応等に役立てている。 

・ 不在の場合に虐待担当の保健師が訪問し、ハイリスク家庭の早期発見を行う。 

・ 赤ちゃんに障がいのある場合に作業療法士や理学療法士を同行 

・ 管理栄養士が訪問し食事や栄養に関する相談に対応 

・ 地域住民を研修し、訪問員として活用することで、地域ぐるみの見守りを行う。 

・ 子育て支援センターのスタッフが同行し、地域の子育て支援施設を周知し、利用につなげている。 

【参考】 

○ 実施市区町村数（2011 年７月１日現在） 

1,613 市区町村（調査時全 1,747 市区町村の 92.3％） 

 

④ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業の主な特色・工夫 

・ 学生ボランティアを児童の話し相手、遊び相手として派遣し、また、学習支援を行う。 

・ 未就園であり入学して集団生活を行う前に家族以外の人との関わりが必要と思われる児童に週１

回保育士を派遣して、対人活動体験を提供する。 

・ 要保護児童対策地域協議会で、関係機関の連携が円滑に機能するよう調整員を専門職として雇

用している。 

【参考】 

○ 養育支援訪問事業実施市区町村数（2011 年７月１日現在） 

1,098 市区町村（調査時全 1,747 市区町村の 62.9％） 

○ 要保護児童対策地域協議会及び児童虐待防止ネットワーク設置市区町村数（2011 年４月１日現在） 

1,611 市区町村（調査時全 1,619 自治体の 99.5％） 

内、地域協議会設置 1,587 市区町村（設置市区町村の 98.5％） 

ネットワーク設置   24 市区町村（同 1.5％） 

＊ 岩手県、宮城県、福島県内の 128 市町村は、東日本大震災の影響により調査対象外。 
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⑤ ファミリー・サポート・センター事業の主な特色・工夫 

・ 利用会員と提供会員の事前打合わせに地区ごとのリーダーが立ち会い、利用会員が安心して利

用できるようにする。 

・ 提供会員支援のための事例検討会や懇談会、相談の実施 

・ 自治体独自の支援者養成講座を実施し、その修了者を提供会員として登録することで、提供会員

のスキルアップを促す。 

・ 保育所や児童発達相談センター等の専門機関による研修の実施 

・ 安全面から提供会員の自家用車による送迎をやめタクシーを活用し、利用会員に対してはタクシ

ー代の一部を助成する。運転手には事前に研修を実施している。 

・ 地区ごとに支部を設置して、利用しやすい所でガイダンスや研修を受けられるようにする。 

・ 小規模自治体が単独での設置が難しい場合に、近隣自治体と連携し広域で実施しサービスの拡

充を図る。 

【参考】 

○ 実施市区町村数(2011 年度交付決定数) 

671 市区町村（2011 年度当初全 1,747 市区町村の 38.4％） 

内、基本事業のみ実施    565 市区町村（実施市区町村の 84.2％） 

基本事業及び病児・緊急対応強化事業実施 104 市区町村（同 15.5％） 

病児・緊急対応強化事業のみ実施    2 町（同 0.3％） 

○ 会員数（2011 年３月 31 日現在） 

援助を受けたい会員 352,683 人  援助を行いたい会員 114,818 人  両方会員 39,889 人 

○ 活動実績（2011 年３月 31 日現在） 1,589,305 件 

 

⑥ 子育て短期支援事業の主な特色・工夫 

・ ショートステイを利用する児童に対する小学校への送迎サービスを行うことで学習の機会を保障す

る。 

【参考】 

○ 実施箇所数(2011 年度交付決定数) 

短期入所生活援助（ショートステイ）事業 656 か所 

夜間擁護等（トワイライトステイ）事業 361 か所 

 

⑦ 延長保育促進事業の主な特色・工夫 

・ 深夜までの延長や 24 時間保育の実施 

・ 一日単位で利用できる「延長保育のスポット利用制度」の実施 

・ 駅前保育所と一般の保育所が連携し、保護者が延長保育時間内に迎えに来ることができない場合

に、駅前保育所への送迎保育を実施 

【参考】 

○ 実施箇所数(2011 年度交付決定数) 

11,444 か所（民間保育所のみ） 
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⑧ 病児・病後児保育事業の主な特色・工夫 

・ 近隣の自治体で共同実施し、保護者の通勤先等の自治体でも利用可能とする。 

・ 市内・市外を問わず児童を受け入れる。 

･ 事前登録を不要とし、予約すれば利用できるようにする。 

・ 地域の医師会と連携し、かかりつけ医の診療情報提供書により、協力医療機関の診察なしで施設

を利用できるようにし、利便性の向上を図る。 

・ 看護師による病児のお迎えサービスの実施 

・ 保育施設に感染症やそれに対する対策等の情報を定期的に提供 

・ 保育所職員に対し保健に関する研修を実施 

【参考】 

○ 実施箇所数(2011 年度交付決定数) 

1,483 か所 内、病児対応型  503 か所 

病後児対応型  523 か所 

体調不良児対応型 457 か所 

 

⑨ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の主な特色・工夫 

・ 児童と高齢者との交流事業の実施 

・ 指導員の資質向上のための自治体独自の研修制度の実施 

・ 専門の相談員が各クラブを巡回し、要支援児への対応や学校との連携、保護者への対応などの

様々な課題・問題に対処する。 

・ 運営主体の負担軽減を図るため、社会保険や労務関係の無料相談窓口を設け、電話や E メール

での社会保険労務士による相談を実施している。 

・ 全クラブの運営法人が加入する連絡協議会を設置し、放課後児童クラブ事業の抱える様々な課題

を解決するために行政と法人間の円滑な連携を図るとともに、利用料金の統一やサービスの平準化

などのクラブ事業全体の質の向上を図っている。 

【参考】 

○ 実施状況（2012 年５月１日現在） 

クラブ数  21,085 か所 

登録児童数 851,949 人 

実施市区町村数   1,591 市区町村（調査時全 1,742 市区町村の 91.3％） 

 

⑩ 妊婦健康診査の主な特色・工夫 

・ 妊娠・出産に伴うリスクが通常より高い多胎妊婦に対する加算 

・ 離島居住者に対する病院・診療所までの船賃・宿泊費等の助成 

・ ICT を活用した遠隔健診の実施 

【参考】 

○ 公費負担状況（2011 年４月１日現在） 

全国平均  14.01 回（全市区町村で 14 回以上助成） 94,581 円 

＊ 公費負担回数が無制限の 13 市町村を除く 1,606 市区町村について集計。 

＊ 岩手県、宮城県、福島県内の 128 市町村は、東日本大震災の影響により調査対象外。 


