
掲載番号 事業名 事業概要

16
子育て応援総合ＨＰ「ちゃむ」の運営 子育てに関する行政情報や制度案内をはじめ、サークル紹介、イベント情報などを総合的に掲載したインターネットホームページや携帯サイト

を管理運営します。

17
「しずおかし子育てハンドブック」の作成・配布 子育てに関する様々な情報を掲載したハンドブックを作成し、主に保健福祉センターで母子健康手帳交付時に配布します。

23
子育て支援センターの運営 地域の子育て支援機能の充実と子育ての不安感等を緩和することを目的に、未就園児及びその保護者を対象に、子育てに関する相談、情報

提供、親子の交流の場を提供し、様々なイベントを実施します。

50
子育て世帯支援体制強化事業 （子ども・子育て支援新制度に向けた取組み）

新制度の円滑な実施に向け、保育所・幼稚園などの利用に関する利用者支援機能と、地域主体の子育て支援活動を強化します。

45
保育所施設整備事業 （待機児童解消加速化計画に基づく事業）

保育定員の増加を図るため、公立保育所を増築するほか、私立認可保育所の施設整備に対して補助します。

46
私立認定こども園整備費助成 （待機児童解消加速化計画に基づく事業）

保育定員の増加を図るため、認定こども園への移行を目指す法人に対する施設整備費を補助します。

47
認可外保育施設整備費助成 （待機児童解消加速化計画に基づく事業）

保育定員の増加を図るため、認可保育所等への移行を目指す認可外保育施設に対する施設整備費を補助します。

48
施設型小規模保育事業費助成 （待機児童解消加速化計画に基づく事業）

保育定員の増加を図るため、施設型小規模保育の設置に必要な整備費等に対し補助します。

49
施設型小規模保育運営事業 （子ども・子育て支援新制度に向けた取組み）

待機児童解消加速化計画に基づきH25補正予算にて整備した施設型小規模保育の運営費を支弁します。

75
待機児童解消事業 年度途中において、保育園の入所要件があるにもかかわらず、入所を希望する保育園の定員超過等により入所できない0、1、2歳児を待機児

童園で一時的に預かります。

77
通常保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理由により、子どもが保育に欠ける場合において、保育園で保育を行います。

78
山間地保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理由により、子どもが保育に欠ける場合において、保育園で保育を行います。

79
延長保育事業 保護者の就労形態の多様化、長時間の勤務等に対応するため、通常の保育時間を超えて概ね午後7時までの延長保育を実施し、子育てと就

労の両立を支援します。

80
障害児保育事業 保護者の就労又は疾病その他の理由により保育に欠け、心身に障害のある子どもを保育園において一般の子どもとともに集団保育します。

82
ファミリー・サポート・センター事業 学校等への送迎、一時的・緊急的な預かりなどを必要とする子育て家庭に対し、会員組織の相互援助によるサポートを行います。

（５）　子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する県が行う施策との連携

掲載番号 事業名 事業概要

1 児童虐待防止対策の充実

（１） 児童相談所の体制の強化 39 児童・家庭に関する専門的知識・技術を要する相談の実施
専門的な知識及び技術を必要とする相談に対し、必要に応じて児童の家庭状況、生活歴や性格、行動等について専門的な角度から総合的に
調査、診断、判定を行い、それに基づく援助方針を定め、児童の援助を実施します。（職員の計画的な専門研修受講によるスキルアップ、弁護
士、嘱託医の活用等）

（２） 15 子育て相談などの相談支援体制の充実 関係機関等と連携し、子育て相談をはじめとする相談支援体制の充実を図ります。

147 要保護児童対策地域協議会の運営
要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が児童やその保護者に関する情報交換や考え方を共有するとともに、関係機関
の支援内容や役割分担などの協議を行います。

152 児童虐待防止「オレンジリボンキャンペーン」の実施 Ｊリーグ清水エスパルスとの連携等により、児童虐待防止啓発活動を実施し、児童虐待防止・早期発見への機運を高めます。

（３） 妊婦や子育て家庭の相談体制の整備 15 子育て相談などの相談支援体制の充実 関係機関等と連携し、子育て相談をはじめとする相談支援体制の充実を図ります。

19 家庭児童相談事業
各区福祉事務所に家庭児童相談室を設置し、児童に関する様々な問題について、児童、家庭又は地域住民などからの相談に応じ、必要な助
言を行います。

（４） 児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証 － 静岡市児童虐待事例検証委員会 重大事例に対する検証

分類

市町村や関係機関との役割分担及び連携の推進

任意記載事項として想定される子どもプラン登載事業　　※任意記載事項に該当する事業は今後精査し確定していく。

（４）　産後休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保
分類

１　保護者に対する情報提供・相談支援

２　教育・保育事業の計画的な整備

※教育・保育施設は量の見込み・確保策に基づき計画的に整備を行
う。

参考資料 
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2 社会的養護体制の充実

（１） 家庭的養護の推進

① 里親委託等の推進 146 要保護児童・家庭への支援
虐待等を理由に子どもを家庭から離して一時保護し、緊急保護や行動観察、短期入所指導を実施します。また、子ども又はその保護者を児童
福祉司等に指導させ、又は子どもを児童福祉施設等に入所させたり、里親に委託します。（里親制度の普及促進、里親の認定等）

② 施設の小規模化及び地域分散化の推進 － 児童福祉管理費・児童福祉施設整備等補助金 社会的養護施設入所者環境改善事業補助金

－ 家庭的養護推進に係る都道府県計画策定作業
家庭的養護推進に係る施設小規模化、分散化の検討、推進
里親委託等の推進・充実、地域人材の確保・育成

（２） 専門的ケアの充実及び人材の確保・育成 39 児童・家庭に関する専門的知識・技術を要する相談の実施
専門的な知識及び技術を必要とする相談に対し、必要に応じて児童の家庭状況、生活歴や性格、行動等について専門的な角度から総合的に
調査、診断、判定を行い、それに基づく援助方針を定め、児童の援助を実施します。（嘱託医の活用等）

（３） 自立支援の充実 146 要保護児童・家庭への支援
虐待等を理由に子どもを家庭から離して一時保護し、緊急保護や行動観察、短期入所指導を実施します。また、子ども又はその保護者を児童
福祉司等に指導させ、又は子どもを児童福祉施設等に入所させたり、里親に委託します。（児童福祉司等による自立に向けた指導、措置延長
の有効活用等）

（４） 家族支援及び地域支援の充実 146 要保護児童・家庭への支援
虐待等を理由に子どもを家庭から離して一時保護し、緊急保護や行動観察、短期入所指導を実施します。また、子ども又はその保護者を児童
福祉司等に指導させ、又は子どもを児童福祉施設等に入所させたり、里親に委託します。（児童福祉司等による親子関係の再構築、施設への
里親支援専門相談員の配置等）

（５） 子どもの権利擁護の推進 146 要保護児童・家庭への支援
虐待等を理由に子どもを家庭から離して一時保護し、緊急保護や行動観察、短期入所指導を実施します。また、子ども又はその保護者を児童
福祉司等に指導させ、又は子どもを児童福祉施設等に入所させたり、里親に委託します。（被措置児童等への虐待防止、権利擁護の啓発等）

3 母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 59 母子家庭等医療費の助成
所得税非課税世帯の母子家庭の母子や父子家庭の父子、両親のいない児童を対象に、母子家庭等の生活の安定と健康の保持を目的とし
て、医療費を自動償還払いで助成します。

54.63 母子家庭及び寡婦自立促進対策事業費

自立支援プログラム
児童扶養手当を受給している母子家庭の状況、ニーズ等に対応した自立支援プログラムを策定し、自立と就業を支援します。

就労・自立支援センター
母子家庭等の就業・自立を図るための事業を実施します。
（母子家庭、寡婦のみ対象の事業）　　就業相談、職業紹介、就業支援講習会など
（母子家庭、寡婦、父子家庭が対象の事業）  特別相談会、養育費等の相談、養育費セミナー、就業支援セミナー

55 母子家庭自立支援給付金事業 母子家庭の自立を支援するため、資格を取得するための養成機関の就業や就職に結びつく講座を受講する際に、給付金を支給します。

56 母子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭等に経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子どもの福祉を増進するため、修学資金、生活資金等の
各種資金を貸付します。

58 児童扶養手当の支給
父又は母と生計を一にしていない児童が養育される家庭生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給し、児童福祉の増進
を図ります。（所得制限あり）

60 母子家庭等日常生活支援事業費
母子家庭等の福祉の増進を図るため、生活援助（食事の世話、掃除など：1時間単位）や子育て支援（乳幼児の保育など：2時間単位）を行う家
庭生活支援員を派遣します。（利用者負担あり。0円～1,800円）

61 ひとり親家庭生活支援事業
母子家庭や父子家庭の精神的支援や生活の安定を図るため、児童が悩みを気軽に相談できる大学生等（ホームフレンド）を派遣して、生活面
での指導を行います。

4 障がい児施策の充実等 153
療育手帳の判定・交付決定 知的障害のある人に対して一貫した指導・援助を行うとともに、各種支援を受けやすくすることにより、知的障害のある人の福祉の増進を図る

ことを目的として交付します。

154
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。

155
重度心身障害児扶養手当及び特別児童扶養手当の支給 20歳未満の重度の障害のある人の保護者に対し、子どもが障害を有することにより発生する経済的負担の軽減を図るため、手当を支給しま

す。

156
障害児放課後対策レスパイト事業 障害のある人の地域生活を支え、健全な育成を図ることを目的に、子どもやその家族の必要に応じて放課後対策レスパイト事業を実施する団

体に対し、補助金を交付します。

157
障害児福祉手当の支給 20歳未満の重度の障害のある人に対し、障害を有することにより発生する経済的負担の軽減を図るため、支給します。

158
心身障害者扶養共済制度事務 障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納め、保護者に万一のことがあった場合、障害のある人に終身一

定額の年金を支給する制度を運営します。

159
重症心身障害児（者）通園事業 在宅の重症心身障害児（者）に、健康の維持、発達指導、日常生活指導又は機能訓練を行うとともに、介護者に必要な助言・指導を行います。

160
児童発達支援事業 障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育を行うとともに、障害児の家族

に対して支援を行います。

161
放課後等デイサービス 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障

害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所を提供します。
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162
保育所等訪問支援 障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを２週間に１回程度訪問し、障がい児や保育所などのスタッフに対し、障

がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。

163
自立支援給付事業 障害者自立支援法に基づき、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的に、障害福祉サービスの利用に係る給

付費を支給します。

164
重度心身障害者医療費の助成 重度心身障害者の保険診療に係る自己負担分を助成します。

165
補装具支給事業 障害のある人の失われた機能を補い、日常生活を円滑に過ごすために適した用具の購入又は修理の費用を助成します。

166
日常生活用具支給事業 重度身体障害者の日常生活の便宜を図るため、障害の種類と程度に応じて介護・訓練支援用具、自立生活支援用具等の費用を助成します。

167
重度心身障害者住宅改造費補助金 障害のある人が住み慣れた住宅で安心して健康的な生活ができるよう住宅を改造する場合、補助金を交付します。

168
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に対し、個々の利用に合った計画のもと、移動支援事業従事者の資格を持つガイドヘルパーが外出のた

めの支援を行い、利用に対する費用の一部を助成します。

169
日中一時支援事業 障害のある人の一時的な見守り・その他支援のため、日中の施設利用に対する費用の一部を助成します。

170
障害者タクシー料金助成事業 重度障害のある人の移動手段を確保するため、タクシー利用料金又は車いす用タクシー利用料金の一部を助成します。

171

相談支援事業 障害のある人等が障害福祉サービスを利用しつつ、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
地域の障害のある人等の福祉に関する各般の問題につき、障害のある人等又はその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言その
他必要な支援を行います。

172
発達障害者支援体制整備事業 発達障害者支援体制の実態を把握した上で、今後の発達障害者支援の在り方を検討すること等により、乳幼児から成人期までの一貫した支

援体制の整備を図るとともに、発達障害についての理解啓発を図ります。

173
発達障害者支援センター運営事業 発達障害のある人への支援を専門に行う拠点として、発達障害に関する各般の問題について本人又は家族からの相談に応じ、適切な指導又

は助言を行うとともに、研修等を通して関係機関等との連携を図ります。

掲載番号 事業名 事業概要

88
仕事と家庭両立支援セミナー等の開催 職業生活と家庭生活との両立に役立つ知識、心構え等を学ぶセミナー等の開催を通して、就労環境の改善を奨励します。

89
ワーク・ライフ・バランス啓発事業 一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任や生産性の向上に努めるとともに、家庭や地域生活などにおいても多様な生

き方が選択できるような社会を実現するため、講演会やシンポジウムなどの啓発事業を開催します。

90
定時退庁・定時退社キャンペーンの実施検討 定時退庁・定時退社キャンペーンについて、他都市の実施状況等を調査し、その実施方法等について検討します。

92

子育てパパトーク事業 普段仕事が忙しい等の理由で子どもと触れ合う機会が少なかったり、子育てに携わっていない父親が、子どもと一緒に参加し、親子で遊びふ
れあうとともに、子育てに関する情報提供や子育て相談も実施し、母親の子育ての軽減や父親同士の交流、男性の子育ての推進を目的に実
施します。

93
「父親のワーク・ライフ・バランス」（父親向けハンドブック）
の配布

仕事と家庭（子育て）の両立には父親の協力が必要であるため、父親の子育てへの関わり方・役割などを掲載した啓発冊子「父親のワーク・ラ
イフ・バランス」を各種イベントの際に配布します。

94
情報誌「パザパ」の発行 地域社会や事業所、学校における男女共同参画の推進に関する情報を取り上げ、市民生活における男女共同参画について啓発を進めるた

め、情報誌「パザパ」を年２回発行します。

91
ワーク・ライフ・バランス推進事業所表彰事業 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を積極的に推進している市内事業所を表彰するとともに、その取組内容を市ＨＰ等で広く紹介しま

す。

（６）　労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携
分類

１　広報・啓発・情報提供

２　企業の社会的評価の促進
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