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横浜市における地域で子育てしやすい環境の整備

【乳幼児期の子育て支援施策の現状】
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　親と子の健康づくり、養育支援
　医療機関等と連携して、妊娠の時点から福祉保健センターが
一貫して健康診査や保健指導を行っています。

【妊婦数】平成１６年度妊娠届出数（業務集計）　　　　　　【０歳児から５歳児の数】平成１７年１月１日現在(総務局統計解析課推計)
【保育園入所児童数】平成１７年４月１日現在（業務集計）　【幼稚園入園者数】平成１６年５月１日現在(学校基本調査)
【事業実績】平成１６年度実績（子育て支援事業本部及び各局業務集計）

　多様なライフスタイル、市民ニーズに
対応し、育児不安の解消に向けて、身
近な地域における市民主体の子育て支
援施策の拡充と支援が必要となっていま
す。

子ども･家庭支援相談事業
 　乳幼児から学童期･思春期までの養育者と子どもの相談 ２７,９９８人

子育て支援者の子育て相談
　会場数 １０８か所　開催回数 4,７６４回　相談者数 ３７,３１９人
　来所者数 1６２,４９２人

横浜子育てサポートシステム
　平成1７年3月末会員数 利用会員２,３５９人 提供会員８８５人
　 両方会員１７６人 計３,４２０人　援助活動件数 ３３,５１６件

  地域の市民同士の支え合い
　「子育ての援助を受けたい人」と、「子育ての援助を提供し
たい人」が会員として登録し、提供会員の家に子どもを預けた
り、保育園等への送迎などの子育て支援を実施しています。市
民同士の連携による地域ぐるみでの子育て支援への発展を目指
します。

よこはま子育て情報局　http://www.city.yokohama.jp/me/kosodate/

 　各局区・事業本部の最新の子育て関連情報を集約したサイト　アクセス件数月約40万ページ

　子育てに関する相談
  福祉保健センターでは保健・教育・福祉の各分野のスタッフ
が一体となり、乳幼児から学童期・思春期までの幅広い子ど
も・家庭支援相談を実施しています。
　この他にも児童相談所、教育総合相談センター、乳幼児家
庭教育センター、女性フォーラムなどでも個別の相談に応じ
ています。
　また、市立保育所と同様に民間保育所でも育児相談を実施す
るとともに、育児講座や在園児との交流保育、園庭・園舎の施
設開放などを行っています。

　身近な地域での相談
　子育てグループに属していない養育者や転入等で身近な相談
相手がいない養育者は、地域のなかで孤立しがちです。このよ
うな養育者が、日常の育児不安を解消できるように、子育て支
援者が身近な相談に応じています。
　また、情報交換や仲間づくりの場にもなっています。

　仲間づくり（その①）
  初妊婦や第１子の養育者等を対象に，育児の基本的な知識を
学ぶとともに、育児不安の解消や地域での仲間づくりの動機付
けとなる教室を開催。
　自主的な子育てグループには、活動が継続できるように運営
のアドバイス等の支援も行っています。

母子健康
手帳交付数

３４,３３２件

子育てガイドブック
「どれどれ」配布

親と子のつどいの広場事業
  市内９か所 ※市民活動団体（NPO法人等）が運営 延べ１１,９０９組の親子が利用

私立幼稚園はまっ子広場事業
  市内１２園 ※私立幼稚園が運営 延べ１２,９３５組の親子が利用

  仲間づくり（その②）、つどいの場
　市民活動団体が運営する「親と子のつどいの広場」及び私立
幼稚園が運営する「幼稚園はまっ子広場」の運営経費の一部を
助成しています。
　つどいの広場では地域の子育て中の親子に対し子育て相談や
親子の交流の場、地域の子育て関連情報の提供などを行ってい
ます。
　はまっ子広場では幼稚園の終了後、園庭・園舎を幼稚園児や
地域の幼児が保護者とともに過ごせる場、また保護者同士が交
流できる場として提供しています。

視聴覚検診
一次検査３１,９５３人
(受診率 94.9％)

病児保育事業
　１医療機関　延べ利用日数 １４０日
病後児保育事業
　６保育園　延べ利用日数１,８１６日

２４時間型緊急一時保育事業
　２保育園　延べ利用件数 １,７５３件　延べ利用時間 １１,０２８時間

子育て支援者のグループ活動支援
　延べ ８６２回（256グループ）

妊婦健診
1回目31,471人
(受診率 93.９％)

2回目30,123人
(受診率 89.9％)

超音波5,497人

子育て支援者
地域の身近な相談役

自主的な子育てグループ
約780グループ：約15,000人

  各区の特性に応じた子育て支援事業
　各区ではその特性、区民ニーズに基づき、様々な独自の子育
て支援事業を実施しています。

  いざという時のために
　急用、冠婚葬祭、保護者の病気などで緊急に子どもを預け
る必要があるとき、24時間365日、一時的な保育を行ってい
ます。
　また、病気又は病気回復期の就学前のお子さんを、その養
育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむ
をえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育し
ています。

各区独自の子育て支援活動
・親子のたまり場「すくすくかめっ子」(神奈川区)  ・子育て広場「のんびりんこ」(中区)
・子育ての場「さくらザウルス」（南区）　　　　　・子育て広場「ぽけっと」（旭区）
・親子の居場所「はなまる」(緑区)　          　　・子育て支援センター「Popola」（都筑区）
・子育てスペース「ちょこっと　いずみ」（泉区）  ・子育てアドバイザー学習会(泉区)
・多胎児の育児教室(港南区､旭区､港北区､戸塚区等) ・外国人ママへの支援(南区､戸塚区他)
・子育てホームページ開設(港北区､戸塚区)　・子育て講演会(多数)　・ボランティア講座(多数)
・子育てリーフレット､マップ､ガイドブック等作成(多数)　・母親クラブの助成(多数)　など

市立保育所地域子育て支援事業
　育児支援センター園（各区１園）を中心にすべての市立保育園で実施
　育児相談 ６,５７１件　育児講座 ３０７回　交流保育 １,０９１回
　施設開放 １１,７９２回

コミュニティハウス　９６か所

民間保育所一時保育事業
　７５か所　延べ５２,１１３人

民間保育所地域活動事業
　保護者等への育児講座事業　  ６６園
　地域の異年齢児との交流事業　８０園

　学校に併設された身近な活動拠点
　グループ活動に和室や研修室が利用できる、学校に併設され

た身近な活動拠点です。
　図書コーナーやミーティングスペースが利用できるほか、地
域に密着した事業も行われています。

　気軽に立ち寄って自由に遊べる
　プレイルームは幼児のための室内遊び場。気軽に立ち寄って

自由に遊べるほか、絵本もある図書室コーナーや、グループ活
動に適した部屋、スポーツを楽しむ体育館などがあります。セ
ンターによる親子向けの自主事業も行われています。

　保育所での一時保育
　パート就労等保護者の就労形態の多様化や、疾病等による緊

急時の保育に対応するため、一時保育を実施しています。

H17予算　24,500千円

市立及び民間保育所（合計）H17予算　100,384千円

H17予算　14,500千円

子育て支援者及び子・家相（合計）H17予算　104,939千円

H17予算　189,407千円

H17予算　458,217千円

H17予算　47,559千円

H17予算　38,922千円

H17予算　43,000千円

H17予算　44,958千円
（※保育所運営費に含まれる）

H17予算　30,330千円

H17予算(120か所）　269,204千円
（※保育所運営費に含まれる）

H17予算
　40,228千円
（職員訪問分含）

母子訪問指導
18,322人

H17予算　436,076千円

H17予算
12,578千円

H17予算
20,632千円

H17予算（私立幼稚園等就園奨励補助金）
5,757,475千円

H17予算（保育所運営費）43,527,396千円
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児童人口に占める割合

0.10%

児童人口に占める割合

0.16%

注１；ニーズ調査は「横浜市次世代育成支援ニーズ調査」（子育て支援事業本部　平成16年3月）
注２：母子生活支援施設は世帯数なので、１世帯児童１人換算として合計入所児童数９２３名を算出

横浜市における児童虐待対策の対象について
－総合的な児童虐待防止対策の必要性－

子育て世帯（全体）
○就学前児童数（0～５歳人口）　200,762人（H16）
○年少人口（0～１４歳人口）　　　482,521人（H16)
○児童人口（０～１８歳未満人口）586,162人（H16）

育児・子育て不安のある世帯　（約6割）
○妊娠中、母親が精神的に不安定になった　５８．６％（ニーズ調査）
○出産後、母親が精神的に不安定になった　６０．７％（ニーズ調査）
○子育ての不安や悩みがある　　62.1％（厚労省　出生児縦断調査）

虐待の恐れがある世帯　 (約2割）
○子どもを虐待していると思うことがある　２１．３％（ニーズ調査）

虐待をしている世帯
（虐待ハイリスク世帯）

○児童相談所が関わっている虐待ケース　1588件（H16)
○児童虐待新規把握件数　　 837件（H16　児童相談所）

重度の虐待をしている世帯
一時保護

○一時保護児童数　年間597名
　内、一時保護所（H17年3月最高90名/定員６９名）

　　施設入所（H17.3.1　923名)
○乳児院　　　　　　 　　　78名 ⑯入所81名
○児童養護施設　    　548名　 95名
○児童自立支援施設　 　　35名　　　16名
○情緒障害児短期治療施設 38名　　  11名
○母子生活支援施設　　 131世帯  44世帯
○自立援助ホーム　　　 　　　4名  　 　7名
○ファミリーグループホーム  39名 　　 7名
○里親委託　　　　　　 　　　50名　　  26名

家庭支援・ケアによる虐待防止・家庭復帰支援

家族再統合による家庭復帰支援

家庭支援による虐待防止

母子保健・地域の子育て支援によ虐待防止

母子保健・地域の子育て支援によ虐待防止

施設長期入所
と自立支援

家庭支援・ケアによる虐待防止・家庭復帰

効果的な対策
○児童虐待防止対策

○児童相談所の強化
：第四児童相談所整備
 人材育成

○一時保護所の改善

○在宅支援

効果的な対策
・ケアの小規模化の
推進
・施設職員体制の充
実
・里親・ファミリーグ
ループホームの充実
・向陽学園の転換

効果的な対策
・家族再統合の推進
・老朽施設改築の計画
的推進

効果的な対策
○母子保健

○子育て支援
等
：産後支援ヘル
パー派遣
 養育支援家庭訪
問事業



事業アイデア：メモ             前田作成 
 
１．子ども見守りキャンペーン 

子どもを守り育てる風土の涵養を・子どもの遊び声さえ許容しない社会 
 
２． 専業主婦向けの保育プログラム 

こどもだけ・親子一緒に 
育児力の低下を補うプログラムが必要 

 
３． 産関連医療費の無料化 
 
４． 小中高の乳幼児との触れあい 

学校外での性・薬物教育 
 
５． 親の働き方の見直し 

ワークシェアリング・定時退社・短時間勤務の普及（特に小学生を持つ親） 
保育園ですべての働き方をカバーするのは非現実的であり、子どもにも良くない 

 
６． ニート・パート・アルバイト対策 
 このままでは、結婚しない層が激増する 
 
７．社会的養護が必要な子どもたちへの資源投入 
 
８．子ども関連交付金の柔軟さの確保 

例）地域子育て支援センターも国の細かな規定が運営阻害要因になっている 
例）ファミリーサポート事業も１自治体１事業主体など実情から乖離している  

大都市と中小都市の違いを無視した制度や金額の見直し 
 
９．子ども関連事業の財源確保 
  高齢者関係の予算を削減して子どもに回すことは不可能 
 
 
 
 


