
利用定員人数
（目標）

4,951人 4,954人

利用定員人数
（実績）

4,951人 4,954人

取組状況

保育を必要とする児童の
入園申込に対し、全ての
児童を入園可能とした。

保育を必要とする児童の
入園申込に対し、全ての
児童を入園可能とした。

利用人数
見込み

669人 661人

受入可能人数
（実績）

669人 661人

取組状況

保育認定を受けた子ども
について、通常の時間以
降、引き続き保育を実施
した。

保育認定を受けた子ども
について、通常の時間以
降、引き続き保育を実施
した。

利用定員人数
（目標）

1,035人 1,035人

利用定員人数
（実績）

1,035人 1,035人

取組状況

13小学校区17学童保育室
の入室決定事務をはじ
め、放課後対策事業ス
タッフによる児童の保育
業務を行った。

13小学校区17学童保育室
の入室決定事務をはじ
め、放課後対策事業ス
タッフによる児童の保育
業務を行った。

年間延べ利用
人数見込み

143人
（宿泊:104、

日帰り・夜間:39）

142人
（宿泊:103人、

日帰り・夜間:39人）

年間延べ利用
人数（実績）

64人
（宿泊:56人、

日帰り・夜間:8人）

48人
（宿泊:36人、

日帰り・夜間:12人）

取組状況

児童養護施設に事業委託
し、関係機関や保護者に
周知、利用勧奨を行っ
た。

児童養護施設に事業委託
し、関係機関や保護者に
周知、利用勧奨を行っ
た。

年間延べ利用
人数見込み

62,771人 62,052人

年間延べ利用
人数（実績）

12,899人 22,101人

取組状況

４広場は新型コロナの影
響で臨時休館し、令和2年
7月から３広場で利用年齢
区分を設け、時間を短縮
して再開。広場行事は全
て中止。利用者支援員が
各広場を巡回し相談業務
を行った。共催事業は一
部縮小して実施。

公立４施設の内、２施設
を閉館し、私立保育園等
に業務移行をした。ま
た、１施設は湖北台保育
園複合園舎建設に伴い園
内に移転したため、名称
を変更し、７月から「す
まいる広場」に決定し
た。利用区分を設けて開
館し、臨時休館をせず運
営することができた。

年間延べ利用
人数見込み

76,662人 75,721人

受入可能人数
（実績）

76,662人 75,221人

取組状況

めばえ幼稚園、若草幼稚
園、二階堂幼稚園、エー
デル幼稚園、布佐台幼稚
園、ひかり幼稚園、湖北
台幼稚園、つくしの幼稚
園、わだ幼稚園、湖北白
ばら幼稚園及び布佐宝保
育園にて実施。

めばえ幼稚園、若草幼稚
園、二階堂幼稚園、エー
デル幼稚園、布佐台幼稚
園、ひかり幼稚園、湖北
台幼稚園、つくしの幼稚
園、わだ幼稚園、湖北白
ばら幼稚園及び布佐宝保
育園にて実施。

2

3

7
一時預かり事業
（在園児対象）
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令和６年度

幼稚園、保育
園、認定こども
園、地域型保育

事業名

6
地域子育て支援
拠点事業

№ 令和２年度

5
子育て短期支援

事業

令和３年度 令和４年度 令和５年度

時間外保育事業

放課後児童健全
育成事業＜全域

＞

1



令和６年度事業名№ 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

年間延べ利用
人数見込み

8,543人 8,445人

受入可能人数
（実績）

8,543人 8,445人

取組状況

つくし野保育園、恵愛こ
ども園、柏鳳保育園、川
村学園女子大学附属保育
園、アンジェリカ保育
園、禮和保育園、ぽけっ
とランドあびこ保育園、
天王台ななほ保育園及び
ファミリーサポートセン
ターにおいて実施。

つくし野保育園、恵愛こ
ども園、柏鳳保育園、川
村学園女子大学附属保育
園、アンジェリカ保育
園、禮和保育園、ぽけっ
とランドあびこ保育園、
天王台ななほ保育園、ミ
ルキーホーム天王台園及
びファミリーサポートセ
ンターにおいて実施。

年間延べ利用
人数見込み

306人 300人

受入可能人数
（実績）

306人 300人

取組状況

平和台病院に併設されて
いる病後児保育施設こど
もデイルームみらい（定
員３人）及び名戸ヶ谷あ
びこ病院に併設される病
児・病後児保育施設たん
ぽぽルーム（定員６人）
に事業を委託して実施。

平和台病院に併設されて
いる病後児保育施設こど
もデイルームみらい（定
員３人）及び名戸ヶ谷あ
びこ病院に併設される病
児・病後児保育施設たん
ぽぽルーム（定員６人）
に事業を委託して実施。

年間延べ利用
人数見込み

5,157人 4,988人

受入可能人数
（実績）

5,157人 4,988人

取組状況

提供会員に対して利用会
員の数が多く、提供会員
を増やす必要がある。そ
のため、広報、チラシ、
ホームページ等による募
集及び会員募集の説明会
等を行った。また、新型
コロナウイルス感染拡大
防止に十分配慮した上で
提供会員の学習会を行
い、提供会員、利用会員
及び地域の親子の交流を
図る取り組みを行った。

提供会員に対して利用会
員の数が多く、提供会員
を増やす必要がある。そ
のため、広報、チラシ、
ホームページ等による募
集及び会員募集の説明会
等を行った。また、新型
コロナウイルス感染拡大
防止に十分配慮した上で
提供会員の学習会を行
い、提供会員、利用会員
及び地域の親子の交流を
図る取り組みを行った。

年間延べ利用
人数見込み

３か所 ３か所

受入可能人数
（実績）

３か所 ３か所

取組状況

【基本型】利用者支援専
門員を保育課・子育て支
援センターに配置し、子
育てに関する情報を発信
や、相談。また、配置以
外の施設に出張相談を実
施。

【母子保健型】
妊娠期から子育て期にわ
たり、妊娠届出等の機会
に得た情報を基に、妊
娠・出産・子育てに関す
る相談に応じ、必要な方
へ、専門的な支援を実施
した。

【基本型】【基本型】利
用者支援専門員を保育
課・子育て支援センター
に配置し、妊娠期から子
育てに関する情報の発信
や、相談。また、配置以
外の施設(私立を含む)に
出張相談を実施。

【母子保健型】
妊娠期から子育て期にわ
たり、妊娠届出等の機会
に得た情報を基に、妊
娠・出産・子育てに関す
る相談に応じ、必要な方
へ、専門的な支援を実施
した。

9 病児保育事業

10

子育て援助活動
支援事業（ファ
ミリー・サポー
ト・センター事

業）

11 利用者支援事業

8
一時預かり事業
（在園児以外対

象）



令和６年度事業名№ 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

量見込み
受診対象者数:765人
健診回数:8,951人

受診対象者数:749人
健診回数:8,764人

年間受診
実人数

740人 677人

取組状況

妊娠期・乳児期の健康管
理に必要な定期健康診査
のうち、一部費用を助成
する。

妊娠期・乳児期の健康管
理に必要な定期健康診査
のうち、一部費用を助成
する。

年間訪問対象
者数見込み

775 759

年間訪問
件数

627 760

取組状況

【訪問実績】627件
【訪問指導員報告会】6回
【研修】1回

【訪問実績】681件
【訪問指導員報告会】6回
【研修】0回

年間訪問対象
世帯数見込み

6 6

派遣世帯数 17 8

取組状況

【相談支援】17件
【育児・家事援助】0件

【相談支援】７件
【育児・家事援助】1件

会議開催
見込み数

代表者会議:2回
実務者会議:4回

代表者会議:2回
実務者会議:4回

開催数（実
績）

代表者会議:2回
実務者会議:3回

代表者会議:2回
実務者会議:4回

取組状況

代表者会議、実務者会議
を開催し、要保護、要支
援児童について情報共有
及び支援内容の協議を
行った。

代表者会議、実務者会議
を開催し、要保護、要支
援児童について情報共有
及び支援内容の協議を
行った。

申請実人数 82人 76人
交付人数 82人 76人

取組状況

①教育・保育給付認定保
護者に対する日用品・文
房具等に要する費用の補
助については年１回実
施。②施設等利用給付認
定保護者に対する副食材
料費に要する費用の補助
については年２回実施。

①教育・保育給付認定保
護者に対する日用品・文
房具等に要する費用の補
助については年１回実
施。②施設等利用給付認
定保護者に対する副食材
料費に要する費用の補助
については年２回実施。

申請件数 0人 0人
交付件数 0人 0人

取組状況

該当者がいないため、未
実施。

該当者がいないため、未
実施。

12
妊婦健康診査事

業

16
実費徴収に係る
補足給付を行う

事業

17
多様な事業者の
参入促進・能力
活用事業

13
乳児家庭全戸訪

問事業

14
養育支援訪問事

業

15
要保護児童対策
地域協議会


