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（１）利用者支援に関する事業 

担当課 こども支援課・保育幼稚園課・保健センター 

事業概要 

教育・保育施設や地域の子ども・子育て支援事業を円滑に利用

することができるよう情報提供や助言を行うとともに関係機関

との連絡調整等を行う事業。 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：か所） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み １ １ １ ２ ２ 

提供体制 １ １ １ ２ ２ 

実施か所数 ０ １ ３ ４ － 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

総合子育て支援センターでは、子育てに関する情報提供や相談

に対応するため、平成２９年４月から子育て相談員２名を配置

し、利用者支援事業（基本型）を開始しました。また、保育幼

稚園課では、教育・保育施設の利用に関する相談に対応するた

め、利用者支援事業（特定型）を開始しました。なお、保健セ

ンターでは、既に、妊娠期からの母子保健に関する相談に対応

するため、平成２８年９月から保健師又は助産師２名を配置し、

利用者支援事業（母子保健型）を開始し、更なる面談率の向上

を目指し、平成３０年７月から市役所本庁舎内1階にも窓口を開

設しました。 

今後の方向性 

など 

利用者支援事業（母子保健型）については、保健センター及び

本庁舎内における妊娠届出時の面談率の 100％を目指していき

ます。 
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（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

担当課 保育幼稚園課 

事業概要 
保護者の就労時間の延長などにより、認定を受けた保育時間を

越えて保育を実施する事業 

提供区域 ４区域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値 （単位：人／月） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み ４２８ ４４０ ４３９ ４１９ ４０２ 

提供体制 ５５５ ５５５ ５５５ ５５５ ５５５ 

利用者数（実績） ４７６ ５４９ ５７７ ７２３ － 

※実績については、年間の利用実人数をもとに算出。 

［３,９７７(公立) ＋１,０５４(祇園)＋３,６２６(民間)＋ ２１(小規模)］÷１２月≒７２３ 

標準時間 1,524     標準時間 975  標準時間 3,520  標準時間 21 

短時間   2,453     短時間   79  短時間    106   短時間   0 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

平成３０年４月１日現在、保育所等２４園で１９時まで、地域

型保育施設６か所で最長１９時３０分まで、祇園保育所で２０

時まで延長保育を実施しました。 

今後の方向性 

など 

利用者のニーズに沿った利用時間を把握し、引き続き事業を実

施していきます。 
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（３）放課後児童健全育成事業（学童保育室） 

担当課 学務課 

事業概要 

保護者が就労等により昼間、家庭にいない小学生に対し、授業

終了後に児童厚生施設等の施設（学童保育室）を利用して、適

切な遊び及び生活の場を与えてその健全育成を図る事業 

提供区域 小学校区 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値 （単位：人／月） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み １，０５８ １，０３８ １，０３３ １，０２０ １，０１４ 

提供体制 ９６４ ９９４ １，０１４ １，０１４ １，０１４ 

定員数（実績） ９６４ ９７４ １，０６４ １，０６４  

利用者数（実績） ８８５ ９１８ ９４７ ９８５ － 

※実績については、年間の利用実人数をもとに算出。 

［１１，５９０(公立)＋２２４(民間)］÷１２月≒９８５ 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 
公立２３施設、民間１施設で申込状況に応じて、柔軟に児童の

受け入れ等を行いました。 

今後の方向性 

など 

児童数は年々減少傾向ですが、世帯の状態、両親の就労形態の

変化により、学童保育室の利用希望者は増加傾向にあります。

一定の地域に待機児童が発生しているため、今後の必要性を検

討の上、保育の質の向上に努めていきます。 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

担当課 こども支援課 

事業概要 

保護者が仕事その他の理由により、家庭で子どもの養育が一時

的に困難となった場合に、児童養護施設等で一時的（７日間程

度）に子どもを預かる事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み １５ １５ １５ １５ １５ 

提供体制 １５ １５ １５ １５ １５ 

利用者数（実績） ０ ０ ０ ２ － 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 
児童養護施設（社会福祉法人同仁学院：日高市）を受け入れ施

設として事業を実施しており、２名の利用実績あり。 

今後の方向性 

など 

引き続き児童養護施設（社会福祉法人同仁学院：日高市）に委

託し事業を実施していきます。 
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（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

担当課 保健センター 

事業概要 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を保健師や民生委

員・児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供や助言を行う

事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み １，００１ ９３８ ９０５ ８７４ ８４９ 

提供体制 協働団体：狭山市民生委員・児童委員協議会 

利用者数（実績） ９７７ ９８３ ９５８ ９１４ － 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 狭山市民生委員・児童委員協議会と協働し実施しました。 

今後の方向性 

など 

引き続き狭山市民生委員・児童委員協議会と協働し実施してい

きます。 
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（６）養育支援訪問事業 

担当課 こども支援課 

事業概要 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言

を行うことで、適切な養育の実施を確保する事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み ５ ５ ５ ５ ５ 

提供体制 登録支援員、委託ヘルパーによる訪問 

利用者数（実績） ２ ２ ２ ６ － 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 
子どもの養育のために支援が必要な家庭に助産師やヘルパー

等が訪問し、養育の助言・援助を行いました。 

今後の方向性 

など 

各種相談のほか、援助を通じて子どもの健全な育成のために必

要な家庭環境を整えていきます。 
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（７）地域子育て支援拠点事業 

担当課 こども支援課・保育幼稚園課 

事業概要 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育

てについての相談、情報提供、助言その他の援助を行う事業 

提供区域 ４区域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値（単位：人、か所） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 

提供体制 ９ ９ ９ ９ １０ 

利用者数（実績） 
９ 

(33,938) 

９ 

(33,403) 

９  

(32,984) 

９ 

(33,940) 
－ 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

総合子育て支援センター、子育てプレイス（５か所）及び地域

子育て支援センター（３か所）において、子育て中の親子が一

緒に遊び、気軽に交流ができる場を提供するとともに、保育士

が育児に関する相談に対応するほかイベントや講座などの情

報提供を行いました。 

今後の方向性 

など 

親子が気軽に利用できる場として、地域子育て支援拠点施設に

おいて事業や相談機能の充実を図っていきます。 
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（８－１）一時預かり事業（幼稚園在園児） 

担当課 学務課・保育幼稚園課 

事業概要 
幼稚園、認定こども園における通常の教育時間前後の時間や長

期休業期間中などに在園児を一時的に預かる事業 

提供区域 ４区域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 17,284 17,248 16,619 16,275 15,555 

提供体制 20,556 20,556 20,556 20,556 20,556 

利用者数（実績） 15,567 16,624 15,165 17,210 － 

※ １号認定子どものみを計上。延べ人数 17,210 人 

認定こども園 3,995 人、 公立幼稚園 1,894 人、 私立幼稚園 11,321 人 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 
公立幼稚園（２園）、私立幼稚園（６園）及び認定こども園 

（３園）で実施しました。 

今後の方向性 

など 

子育て家庭の多様な保育ニーズに応えるためにも必要な事業

であり、引き続き実施していきます。 
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（８－２）一時預かり事業（幼稚園在園児以外） 

担当課 保育幼稚園課・こども支援課 

事業概要 
保護者の急病や冠婚葬祭などで家庭での保育が困難な場合に

保育所等で一時的に子どもを預かる事業 

提供区域 ４区域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 

提供体制 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 

利用者数（実績） 12,334 12,588 12,896 14,150 － 

※ ちゃっぽ保育室 3,649 人、公立・民間 7,712 人、ファミサポ 2,789 人 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

総合子育て支援センター内ちゃっぽ保育室、公立保育所 

（１園）、民間保育園（１５園）及びファミリー・サポート・

センターで実施しました。 

今後の方向性 

など 

子育て家庭の多様な保育ニーズに応えるためにも必要な事業

であり、引き続き実施していきます。 
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（９）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

担当課 保育幼稚園課・こども支援課 

事業概要 

・病後児保育 

病気回復期にある児童が、保護者の就労等により家庭での保

育が難しい場合に保育所において保育を実施する事業 

・病児病後児預かり 

 軽度な病気あるいは病気回復期にあるが保育所などの保育

施設に預けることができない場合に一時的に児童を預かる

事業（ファミリー・サポート・センター） 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値   （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 1,283 1,250 1,207 1,167 1,119 

提供体制 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 

利用者数（実績） 13 12 6 33 － 

※ 病後児保育（祇園保育所）29 人、病児病後児預かり（ファミサポ）4 人 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

病後児保育は、祇園保育所で実施しています。 

病児病後児預かりは、ファミリー・サポート・センターで実施

しています。 

今後の方向性 

病後児保育は祇園保育所において、病児病後児預かりは、ファ

ミリー・サポート・センター事業において引き続き実施してい

きます。 
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（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） 

担当課 こども支援課 

事業概要 
子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人を会

員とする組織により、塾などへの送迎や一時預かりを行う事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値  （単位：人） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

提供体制 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

利用者数（実績） 930 1,336 979 1,067 － 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 

平成 31 年 3 月現在、預かる会員 133 人、預ける会員 689 人、

両方会員 53 人が登録しており、依頼会員の様々なニーズに対

して提供会員による育児援助を実施しました。 

今後の方向性 

様々なニーズに対応できるよう預かる会員は、研修を受けスキ

ルアップにつなげています。今後も制度のＰＲを図りながら、

事業を実施していきます。 
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（11）妊婦に対する健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

担当課 保健センター 

事業概要 
妊娠中の母体の健康の保持増進、疾病の早期発見を目的として

妊婦に対する健康診査を実施する事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）計画における「量の見込み」・「提供体制」及び実績値（単位：件、回） 

 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

量の見込み 14,014 13,132 12,670 12,236 11,886 

提供体制 14 14 14 14 14 

利用者数（実績） 
14 

(11,748) 

14 

(11,935) 

14 

(11,488) 

14 

(10,719) 
－ 

 

 

（２）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 
妊娠中の母体の健康の保持増進、疾病の早期発見を目的に妊婦

健康診査 14 回分の費用の助成を実施しました。 

今後の方向性 
引き続き、県が委託した業者が県内の医療機関、１都５県と一

括契約して事業を実施していく予定です。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

担当課 保育幼稚園課 

事業概要 
生活保護などの家庭に対し、教育・保育施設等に支払う実費徴

収金の一部について補足給付を行う事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 民間保育所５園（対象者７人）にて実施しました。 

今後の方向 引き続き対象者に対して補足給付を実施していきます。 

 

 

  



- 14 - 

 

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

担当課 保育幼稚園課 

事業概要 

待機児童解消のため、多様な事業者の能力を活用できる小規模

保育事業などを実施するにあたり、連携施設の確保などの事業

運営や保育についての相談・助言など、事業者が質の高い安定

した運営ができるように支援する事業 

提供区域 市全域 

 

 

（１）平成３０年度の取組状況等 

取組状況 地域型保育事業所２か所からの相談・助言などを行いました。 

今後の方向性 
既存認可保育所等との連携を推進し、保育の質の向上を図って

いきます。 

 

 


