
資料１

継続 拡充 新規 未実施 計

4 1 5

5 5

8 8

6 6

1 4 5

2 2 2 6

3 1 1 5

3 3

2 2 1 5

4 1 5

6 1 7

5 5

9 9

54 10 10 0 74

実施状況

計

１　すべての子育て家
　庭への支援

２　仕事と子育ての両
　立支援

３　きめ細やかな子育
て支援サービスの充実

４　子育て支援と連携し
た母子保健の充実

目標

３　配慮が必要な子どもへの支援

１　妊娠から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援

２　母子保健対策の充実

施策の方向性

２　保育の量の拡大及び必要量の確保

３　多様な保育サービスの推進

４　仕事と家庭の両立に向けた意識の啓発

１　児童虐待防止対策の充実

２　ひとり親家庭への支援の充実

「実施状況」欄について

継続：　計画期間以前から実施し、現状維持

新規：　計画期間内に新規着手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成２７年度～３１年度）実施状況総括表    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

拡充：　計画期間以前から実施し、期間内に拡充

未実施：　計画期間内に着手予定

１　子育て情報の提供や相談窓口の充実

２　地域における子育て支援施策の充実

３　子どもの健全な育成への支援

４　子育て家庭への経済的支援の充実

１　質の高い幼児期の教育・保育の総合的な支援



「実施状況」欄について

当日内容について説明する項目

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

第３章　子ども・子育て支援施策

 10
パパ・ママ応援ショップの周知（県
との連携事業）

県との連携で継続実施（市内182店舗） こども支援課
実施 継続 継続

継続 継続

 9
赤ちゃんの駅の充実（県との連携
事業）

県との連携で継続実施（市内72か所） こども支援課
実施 継続 継続

利用件数

こども支援課
年間５９５件 年間７００件 継続

 8
地域における子育て活動への支
援

地域支え合い協議会において「子育て
サロン」などを継続実施

地域活動推進課実施
　２　地域における子
育て支援施策の充実

 6
地域子育て支援拠点事業の推進 市内5か所の子育てセンター、つどい

の広場で継続実施

拠点箇所数

こども支援課
５か所 ５か所 継続

 7
ファミリー・サポート・センター事業
の支援

30年度利用件数　831件

　　　　２　地域における子育て支援施策の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

 5
市役所キッズコーナーの充実 27年度の窓口改善に併せて、キッズ

コーナーと授乳室の改築を行った。
政策推進課

実施 拡充 拡充

　１　子育て情報の提
供や相談窓口の充実

子ども・子育て支援事業計画実施状況一覧表（計画期間：平成２７年度～３１年度）

継続：　　　計画期間以前から実施し、現状維持

拡充：　　　計画期間以前から実施し、期間内に拡充

新規：　　　計画期間内に新規着手

未実施：　 平成30年度まで未実施、今後着手予定

拡充

所管課

　目標１　すべての子育て家庭への支援
　　　　１　子育て情報の提供や相談窓口の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績

 4
（新）市ホームページに子育て情報
サイトの開設及び充実

26年度、市ホームページリニューアル
に併せて「すくすく子育て」「子育てカレ
ンダー」を新設し、継続実施。

 1
(新）利用者支援事業の推進

 3
育児情報誌の発行

平成２６年度に
開設、以後拡充

拡充

拡充

１か所

 2
家庭児童相談の充実

官民協働事業で、子育てガイドブックを
29年から毎年3,000部発行し、子育て
世帯に配布している。

未実施

実施

30年5月より「児童・家庭総合相談窓
口」を開設。相談対応体制を充実した。

29年4月より「鶴ヶ島版ネウボラ」を開
始した。（保健センターとこども支援課
の連携型）

情報推進課、こども支援課、保健センター
未実施

継続 こども支援課

新規

こども支援課
実施 継続

こども支援課

―　１　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

継続

安心安全推進課
実施 継続 継続

 18
身近な公園の整備 公園遊具の改修・更新などを継続実施 都市計画課、都市施設保全課

実施 継続

実施 継続 継続

 17
交通安全教室の実施 市内小学校で交通安全教室を継続実

施

 16
防犯対策の推進 防犯パトロールやこどもSOSの家、防

犯メール配信サービスなどを継続実施
安心安全推進課、学校教育課

 15
家庭教育の支援

小学校の就学前健診や入学説明会な
どで、家庭教育に関する講話を継続実
施

生涯学習スポーツ課実施 継続 継続

継続 継続

 14
幼児期の教育・保育施設と小学校
との連携の推進

幼・保・小連絡協議会や幼児期の教
育・保育施設と小学校との交流活動を
継続実施

教育センター、こども支援課実施 継続 継続

こども支援課、市民センター
実施 継続 継続

 13
放課後子ども総合プランの推進 小学校、市民センターなどで「放課後

子ども教室」を継続実施
生涯学習スポーツ課、地域活動推進課実施

30年度利用者数106,301人

児童館の利用者数

こども支援課（児童館）
年間 101,119人 年間 102,000人 継続

所管課

３　子どもの健全な育
成への支援

 12
青少年健全育成団体の活動支援 市内5地区の推進協議会で継続実施

　目標１　すべての子育て家庭への支援
　　　　３　子どもの健全な育成への支援

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績

 11
児童館事業の充実

―　２　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

　目標１　すべての子育て家庭への支援
　　　　4　子育て家庭への経済的支援の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　4　子育て家庭への
経済的支援の充実

 19
児童手当の支給 こども支援課で継続実施 こども支援課

実施 継続 継続

 20
こども医療費の助成 こども支援課で継続実施 こども支援課

実施 継続 継続

 21
幼稚園就園奨励事業の推進 こども支援課で継続実施 こども支援課実施 継続 継続

 22
児童・生徒就学援助事業の推進 学校教育課で継続実施 学校教育課実施 継続 継続

 23
特別支援教育児童・生徒就学奨励
事業の推進

学校教育課で継続実施 学校教育課実施 継続 継続

 24
入学準備金貸付制度の推進 学校教育課で継続実施 学校教育課

実施 継続 継続

―　３　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

 34
（新）地域型保育事業の計画的な
整備 未実施 実施 こども支援課新規

0～2歳児の待機児童対策として、29年
度から、小規模保育施設3園、30年度
から事業所内保育施設1園開設

　目標２　仕事と子育ての両立支援
　　　　１　質の高い幼児期の教育・保育の総合的な支援

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　１　質の高い幼児期
の教育・保育の総合
的な支援

 25
(新）認定こども園の普及促進 27年4月　認定こども園つるがしま白百

合幼稚園開設（1施設）

施設数

こども支援課
０施設 ３施設 新規

 26
(新）教育・保育事業従事者の確保
と資質向上の取組

27年度より、保育士資格取得に対する
補助事業を開始

こども支援課
未実施 実施 新規

 27
(新）教育・保育施設及び地域型保
育事業を行う事業者との相互連携
支援

29年度より、小規模1園連携、
30年度より、小規模1園連携連携となっ
た。(Ｈ31.4.1から小規模１園と事業所
内保育施設１園も連携となった。）

こども支援課未実施 実施 新規

 28
産前産後休業・育児休業中の保護
者に対する情報提供、相談支援の
実施

保育所の入所相談などで継続実施 こども支援課実施 継続 継続

 29
(新）子ども・子育て支援新制度の
周知

27年度、子ども・子育て支援新制度の
スタートに合わせて周知開始

HP・広報等による周知回数

こども支援課
未実施

広報年１回
市HP常時

新規

　　　　２　保育の量の拡大及び必要量の確保

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　２　保育の量の拡大
及び必要量の確保

 30
認可保育園の受け入れ児童の拡
大

30年度当初の待機児童数0人

国基準の待機児童数（年度当初）

こども支援課
３人 ０人 拡充

 31
民間保育園の運営支援の実施 こども支援課で継続実施 こども支援課

実施 継続 継続

 32
幼稚園における預かり保育の周知 保育所等の入所申込時に周知を図っ

ている。

HP・広報等による周知回数

こども支援課広報年１回
市HP常時

広報年１回
市HP常時

継続

 33
(新）特定教育・保育施設の計画的
な整備

30年度から認可保育園1園開設 こども支援課
未実施 実施 新規

 35
学童保育室の整備と運営の充実 30年度長久保小学校区に新設。さらに

令和元年度に南小区に増設を予定。
こども支援課

実施 継続 拡充

―　４　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

　目標２　仕事と子育ての両立支援
　　　　３　多様な保育サービスの充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　３　多様な保育サー
ビスの充実

 36
時間外保育事業（保育所）の推進 30年度実施箇所数18か所

実施箇所数

こども支援課
１２か所 １３か所 拡充

 37
一時預かり事業（保育所）の推進 30年度実施箇所数5か所

実施箇所数

こども支援課
５か所 ６か所 継続

 38
休日保育事業の推進 わかば保育ステーションで継続実施 こども支援課実施 継続 継続

 39
保育ステーション事業の推進 わかば保育ステーションで継続実施 こども支援課

実施 継続 継続

 40
病児・病後児保育事業の拡充

28年度に坂戸市との共同実施を検討
し、29年4月から市内1か所で開始。
（医療機関併設型）

実施箇所数

こども支援課病後児１か所
病児　０か所

実施 新規

　　　　４　仕事と家庭の両立に向けた意識の啓発

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　４　仕事と家庭の両
立に向けた意識の啓
発

 41
男女共同参画意識の啓発 女性センターで継続実施 女性センター

継続

 42
ワーク・ライフ・バランス意識の啓
発

30年度のセミナー等開催回数5回

セミナー等の実施回数

女性センター
年間２回 年間３回 継続

実施 継続

 43
父親の育児参加の支援 子育てセンター、児童館、女性センター

で継続実施
こども支援課、女性センター実施 継続 継続

―　５　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

こども支援課で継続実施 継続

　目標３　きめ細やかな子育て支援サービスの充実
　　　　１　児童虐待防止対策の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績

こども支援課と女性センター共催で「児
童虐待・ＤＶ防止講演会」を開催

HP・広報等による啓発回数

拡充

所管課

　１　児童虐待防止対
策の充実

 44
要保護児童等対策地域協議会の
運営

こども支援課が調整機関となり、関係
課で継続実施

こども支援課
実施 継続 継続

 45
児童虐待防止に関する意識の啓
発 こども支援課研修会年間１回

広報　年間１回
市HP　常時

研修会年間１回
広報　年間２回

市HP　常時
継続

 46
育児支援事業の推進 29年度よりこども支援課に事務移管。

30年度は49家庭に延べ806件の訪問
支援を行った。

保健センター、こども支援課実施 継続

 47
(新）子育て短期支援事業（ショート
ステイ）の推進

29年7月より事業開始
30年度延べ10日利用

年間利用日数

こども支援課
未実施 ６０日 新規

 48
ドメスティック・バイオレンス（DV)の
相談支援体制の充実

30年5月よりこども支援課内に配偶者
暴力相談支援センターを開設

こども支援課、女性センター、関係課実施 拡充 拡充

　　　　２　ひとり親家庭への支援の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　２　ひとり親家庭へ
の支援の充実

 49
児童扶養手当の支給 こども支援課で継続実施 こども支援課

実施 継続 継続

 50
ひとり親家庭等医療費の助成 27年度より鶴ヶ島・坂戸市内の医療機

関等での窓口払いの無料化を実施

 51
ひとり親家庭への各種助成事業の
周知

こども支援課で継続実施 こども支援課
実施 継続

実施 継続 継続

こども支援課
実施 継続 拡充

 53
母子寡婦福祉団体の活動支援 こども支援課実施 継続

継続

 52
ひとり親家庭の就労支援 こども支援課で継続実施 こども支援課

―　６　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度
所管課

 55
発育支援センター事業の充実 こども支援課で継続実施

　目標３　きめ細やかな子育て支援サービスの充実
　　　　3　配慮が必要な子どもへの支援

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績

 54
発達障害の情報提供と相談支援
体制の充実

関係課で連携し、相談やサービスの提
供を継続実施

障害者福祉課、こども支援課、保健セン
ター、教育センター実施 継続 継続

こども支援課
実施 継続 継続

 56
幼児期の教育・保育施設への障害
のある子の受け入れ体制の充実 こども支援課で継続実施 こども支援課実施 継続 継続

 57
学童保育室への障害のある子の
受け入れ体制の充実 こども支援課で継続実施

実施 継続 継続

 58
特別支援学校在学児の学童保育
室への受け入れに伴う運営支援

障害児学童保育室は27年度末で補助
終了。市内学童保育室への運営費補
助で障害児加配支援員分を加算。

こども支援課
実施 継続 継続

27年度から、市内児童館で学習支援
事業開始。30年度から「学習サロン併
設型子ども食堂」を開始

 59
児童館等における障害のある子ど
もの交流事業の充実

大橋児童館で継続実施 こども支援課（児童館）

　3　配慮が必要な子
どもへの支援

こども支援課

福祉政策課
未実施 実施 新規

実施 継続 継続

 60
（新）生活困窮家庭の子どもに対
する学習支援の推進

―　７　―



基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

基準値 目標値 実施状況

平成２５年度実績値 平成３１年度

９６.８% ９７%

９４.３% ９６%

８８.７% ９０%

　目標４　子育て支援と連携した母子保健の充実
　　　　１　妊娠から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　１　妊娠から出産・子
育て期にわたる切れ
目のない支援

61
出産準備情報の提供 保健センターで継続実施 保健センター

実施 継続 継続

62
妊婦健康診査の実施 30年度受診者数　438人

受診者数

保健センター
年間５２７人 年間５３０人 継続

63
両親学級への参加促進

30年度両親の参加組数　42組

参加人数

保健センター両親の参加組数
年間５９組

両親の参加組数
年間８０組

継続

64
若年や多胎等の妊婦への支援 保健センターで継続実施 保健センター

実施 継続 継続

65
保健・医療・福祉・教育の連携 保健センター及び関係課で継続実施 保健センター、関係課実施 継続 継続

　　　　２　母子保健対策の充実

施策の方向性 事業番号・事業名 平成３０年度事業実績 所管課

　２　母子保健対策の
充実

 66
赤ちゃん訪問の推進 30年度訪問件数　410件

訪問件数

保健センター
年間４９７件 年間５４０件 継続

 67
乳幼児健康診査の実施 30年度

4か月児健診　97.9％
1歳6か月児健診　96.2％
3歳児健診　95.6％

受診率

保健センター
継続

 68
発育・発達・育児相談の実施 保健センターで継続実施 保健センター

実施 継続 継続

 69
予防接種の実施 保健センターで継続実施 保健センター

実施 継続 継続

 70
歯科保健指導の実施 保健センター実施 継続

 74
保護者の健康相談の実施 保健センターで継続実施 保健センター

実施 継続 継続

 71
妊娠期、乳幼児期の栄養相談・指
導の実施

 72
乳幼児の事故防止対策の啓発

 73
小児救急医療体制への支援

保健センターで継続実施

保健センターで継続実施

保健センターで継続実施

保健センターで継続実施

継続

継続

実施 継続

実施 継続

保健センター

保健センター

保健センター

４か月児健康診査

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

実施 継続

継続

継続

―　８　―


