
「静岡市子ども・子育て支援プラン」進捗状況報告一覧表（平成29年度）

地域子ども・子育て支援事業

単位
（年）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
【参考】
32年度

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績 進捗評価 担当

26 26 26 26 26

保育コーディ
ネーター

3 3 3 3 3 ３か所 ３か所 ３か所

子ども未来サ
ポーター

5 10 15 19 23 ５か所 ９か所 １４か所

合計 8 13 18 22 26 ８か所 １２か所 １７か所

1 2 3 3 3 葵区：１か所 清水区：１か所 駿河区：１か所

　昨年度の清水区に続き、平
成29年６月１日付で駿河区に
子育て世代包括支援センター
を開設した。引き続き、妊娠
期から子育て期にわたるまで
の総合的相談支援を行った。

子ども家庭課

2,605 2,571 2,521 5,570 5,612

4,000 4,000 4,000 5,570 5,612

6,127 6,109 6,084 6,150 6,080 6,080

(175) (175) (175) (175) (175) (175)

3,775 4,258 4,686 5,181 5,805 6,064

(107) (121) (135) (151) (169) (175)

児童クラブ 66 66 66 66 67 69 ６６校 ６６校 ６６校

子ども教室 22 36 52 69 86 86 ２１校 ２５校 ３３校

一体的実施 7 19 34 50 67 69 ６校 １０校 １７校

４，２７２人
（１２６室）

（平成29年5月1日時点）

　市内78か所の児童クラブ運
営及び13か所（450名分）の児
童クラブ整備を実施した。
　取組の結果、平成30年5月1
日時点での入会決定者数は
4,817名であり、待機児童数は
173名であった（前年に比べ、
入会決定者545名増、待機児童
142名減）。

３，８０５人
（９８室）

（平成27年5月1日時点）

　保育コーディネーターは、
平成26年度に３区すべてに配
置し、平成29年度も引き続き
業務を実施した。
　子ども未来サポーターは平
成29年度に新たに５か所配置
し、計14か所とした。
　子ども未来サポーターの配
置は、予定より１か所少な
かったものの、両事業につい
ては、概ね計画通りに事業を
実施することができた。

　放課後子ども教室推進事業
では、放課後児童クラブとの
一体型校を新たに７校開設し
た。目標値には達していない
が、地域人材を生かした体験
活動や外部協力団体による体
験学習の充実、安全管理や事
故対応等の体制整備、学校・
児童クラブ・放課後子ども教
室の連携強化を行い、より充
実かつ安定した運営ができる
ようになった。そのため、参
加児童及び保護者から「放課
後の安心な居場所、楽しく活
動できる場所」として高評価
を得ている(参加児童の満足度
91％）。また、これらの実践
の周知や未実施校への訪問及
び説明により、多くの小学校
が開設準備を開始し、次年度
以降の開設校数は大幅に増加
する見込みである。

４，０２５人
（１１０室）

（平成28年5月1日時点）

子ども未来課
幼保支援課

子ども未来課
教育総務課

量の見込み

子ども未来課

確保の内容

人
（室）

事業名
〔事業概要〕

受入した子どもの数
５，４６０人

（公立園 ２，１０６人）
私立園　３，３５４人）

受入した子どもの数
４，８２８人

（公立園 １，９６０人
　私立園 ２，８６８人）

幼保支援課
こども園課

確保の内容

受入した子どもの数
４，９４６人

（公立園 ２，１１６人
　私立園 ２，８３０人）

　実施するすべての認定こど
も園、保育所等において、延
長保育のニーズに対応した。

(2)

時間外保育事業
（延長保育）

〔通常の保育時間を超えて概ね
午後７時まで延長して保育す
る。〕

人

量の見込み

(1)

利用者支援事業

〔保育コーディネーター：各区子
育て支援課に配置し、認定こど
も園・保育所等の利用申請等に
関する相談、情報提供を行
う。〕
〔子ども未来サポーター：子育て
支援センターに配置し、認定こ
ども園をはじめとする子育て支
援の利用全般について相談、
情報提供を行う。〕

か所

量の見込み

(3)

放課後児童健全育成事
業
（放課後児童クラブ）

〔就労等により昼間家庭にいな
い保護者に代わり児童の健全
な育成を図る。平成31年度の
ニーズ量に対応できるよう5年
間で順次拡充する。〕

確保
の

内容

総合的な放課後子ども対
策の推進
（放課後児童クラブと放課後
子ども教室の一体型又は連携
型による実施）

〔全児童を対象とした子ども教
室に児童クラブの利用児童も参
加できるように、同一の小学校
敷地内等で両事業を一体的に
実施する。〕

校

子育て世代包括支援
センター

整備の
進め方

資料４－１

－1－



単位
（年）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
【参考】
32年度

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績 進捗評価 担当
事業名

〔事業概要〕

人日 377 373 368 366 361 ２３４人日 ２７８人日 ８７人日

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

5,435 5,360 5,274 5,332 5,367

27 30 33 36 39

訪問員 訪問員 訪問員 訪問員 訪問員

20人程度 20人程度 20人程度 20人程度 20人程度

人回 320,532 316,752 312,180 307,668 302,940

23 23 23 23 23

19 19 22 23 23

１号認定 91,065 89,738 87,439

２号認定 291,136 286,902 279,549

合計 382,201 376,640 366,988 170,258 168,997

382,201 376,640 366,988 170,258 168,997

62,605 61,656 60,959 60,095 60,095 (合計)５１，３５０人回 （合計）４８，５０５人回

こども園
保育所

27,374 27,374 27,374 27,374 27,374 (認定こども園)１１，０９９人回 （認定こども園）１０，２６０人回

中央子育て支
援センター

14,420 14,420 14,420 14,420 14,420 (私立保育所等)１２，８６１人回 （私立保育所等）１３，８６２人回

待機児童園 27,636 27,636 27,636 27,636 27,636 (センター)１５，１１３人回 （センター）１４，０５８人回

合計 69,430 69,430 69,430 69,430 69,430 (待機児童園)１２，２７７人回 （待機児童園）１０，３２５人回

３か所

幼稚園利用
２３１，３３２人回

　実施するすべての幼稚園、
認定こども園において、事業
運営を支援し、一時預かりの
ニーズに概ね対応することが
できた。

（認定こども園・私立保育所
等・待機児童園）
　実施するすべての園におい
て、事業運営を支援し、一時預
かりのニーズに概ね対応するこ
とができた。

（センター）
　利用者数は減少しているが、
多様化するニーズに対応する保
育を提供できている。

　実施施設において緊急の利
用申請に迅速に対応した。引
き続き各区子育て支援課と連
携し,事業周知や利用促進に努
めていく。

　出生数が減少する中、昨年
度より訪問率が上がってい
る。引き続き、訪問勧奨を継
続していく。

４，９８７人
（９７．７％）

訪問世帯数
２６世帯

（訪問員：１７人）

　支援を必要とする全世帯に
訪問員を派遣し、各世帯で必
要な養支援を実施できてい
る。
　訪問員は１７名であり、目
標の２０人程度を確保できて
いる。

２１２，８６９人回
２０か所

　２０か所における運営を実
施。各施設、地域の特性を活
かし未就園児親子への子育て
支援を提供した。

３か所 ３か所

２１６，９１０人回
１９か所

２１７，９３５人回
１９か所

５，１３７人
（９６．９％）

子ども家庭課

５，０４３人
（９５．５％）

幼稚園利用
２０５，５１９人回

訪問世帯数
２０世帯

（訪問員：１７人）

訪問世帯数
３１世帯

（訪問員：１８人）

確保の内容

(4)

子育て短期支援事業
（ショートステイ事業）

〔児童福祉施設等において短期
入所を実施する。〕

170,258 168,997

か所

確保の内容

世帯数

量の見込み

確保の内容

人

量の見込み

量の見込み

子ども家庭課

(8)

一時預かり事業

〔認定こども園・保育所において
は、家庭で保育を受けることが
一時的に困難となった乳児・幼
児を預かる事業。

幼稚園においては、通常の保育
時間の前後に預かり保育を行う
事業。〕

人回

幼保支援課
こども園課

確保の内容

量の見込み

子ども未来課
幼保支援課
こども園課確保

の
内容

量の
見込み

５０，３０３人回
（内訳）

認定こども園：１０，１７８人回
私立保育所等：１５，２１６人回

センター：１４，６６７人回
待機児童園：１０，２４２人回

幼稚園利用
１８１，１２４人回

【実施体制】
保健師：６１人
赤ちゃん訪問員：９人
助産師（委託）：３９人
【実施機関】
９保健福祉センター
【委託団体等（助産師）】
静岡市助産師会
清庵助産師会

(7)

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター）

〔未就園児とその保護者が気軽
に集い、相互交流ができる場所
を提供し、また、子育ての不安
や悩みの相談・助言等を行う。〕

量の見込み

か所

確保の内容

(5)

乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

〔生後４か月までの乳児がいる
すべての家庭を対象に、保健師
等が訪問し、相談・助言・情報
提供等を行う。〕

(6)

養育支援訪問事業その他
要保護児童等支援に資す
る事業

〔養育支援が特に必要であると
判断した子育て家庭に対し、専
門的資格を有する訪問員等が
訪問し、指導・助言・家事援助
を行う。〕

子ども家庭課

子ども未来課
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単位
（年）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
【参考】
32年度

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績 進捗評価 担当
事業名

〔事業概要〕

人日 14,658 14,469 14,182 13,920 13,746 （合計）１,０９８人日 （合計）１，１８９人日

1,750 2,500 2,500 2,500 2,500

(2) (3) (3) (3) (3)

9,120 9,744 10,368 10,992 11,616

(190) (203) (216) (229) (242)

人日 合計（人日） 10,870 12,244 12,868 13,492 14,116

量の見込み 10,854 10,770 10,710 10,754 10,650

8,960 9,920 10,880 11,840 12,800

(374) (414) (454) (494) (534)

量の見込み 21,283 21,009 20,593 20,213 19,958

16,960 17,920 18,880 19,840 20,800

(706) (746) (786) (826) (866)

量の見込み 32,137 31,779 31,303 30,967 30,608

25,920 27,840 29,760 31,680 33,600

(1,080) (1,160) (1,240) (1,320) (1,400)

5,540 5,464 5,377 5,376 5,410

64,264 63,382 62,373 63,060 63,459

183 184

183 184

35 5

35 5

2 2

2 2

　新規事業者への実施率は
100％であり、適切な助言・指
導等を行った。

対象者がいなかった。

１６1人
（公立６７人・私立９４人）

新規参入施設等への巡回支援

認定こども園 特別教育・保育経費

（施設型）
　病児・病後児保育室での保
育について、平成28年度から
駿河区での設置運営を開始
し、市内３か所(各区１か所)
にて計画どおり実施し、利用
者の増加にも概ね対応できて
いる。

（緊急サポート）
 まかせて会員増加に向け、事
業周知及び講習会開催等を実
施したが、会員数は目標をわ
ずかに下回った。

　幅広い子育て分野の講座を
展開し、地域の子育て支援の
担い手を育成しているが、会
員の確保及び実績について
は、目標値を下回っている。

新規参入施設等への延べ訪問
回数：４０回

なし

（就学児）

　　　 　７，２４２人日
　　　　 （５８４会員）

（未就学児）

　 　　　５，９２２人日
　　　　 （４７７会員）

（合計）

　　　　１３，１６４人日
　　　 （１，０６１会員）

（緊急サポート）
２７７人日

（２１２会員）

（施設型）
　９１２人日
　３か所

【実施場所】
静岡県の一元化事業として、県と県医師会の契約に賛同する県内

の病院、診療所、助産所他

【検査項目】
子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、身長、体重、子宮頸がん
検診（細胞診）、血液型（ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体）、
血算、血糖、Ｂ型肝炎抗原検査、Ｃ型肝炎抗体検査、梅毒血清反
応検査、トキソプラズマ、HIV抗体、HTLV-1、クラミジア検査、超

音波検査、Ｂ群溶血性レンサ球菌(GBS)

【実施時期】随時

（未就学児）

　　　８，１９２人日
　　　（５７２会員）

（施設型）
　７３３人日
　３か所

（緊急サポート）
３６５人日

（２０９会員）

数 幼保支援課

(12)

実費徴収に伴う補足給付
事業

〔生活保護世帯に対し、保
育所等が徴収する日用品や
文具等の購入に要する費用
を補助する。〕

人 幼保支援課

(13)

多様な主体の参入促進事
業
〔教育・保育施設の運営に
新規参入する事業者に対し
て、事業経験のある者を活
用した巡回支援等を行
う。〕
〔健康面や発達面において
特別な支援が必要な子ども
を２人以上受入れる私立認
定こども園の設置者に対し
て、職員の加配に必要な費
用の一部を助成する。〕

子ども未来課

１４７人
（公立７７人・私立７０人）

回

１６４人
（公立７２人・私立９２人）

新規参入施設への延べ訪問
回数：５２回

新規参入施設等への延べ訪問
回数：４０回

９７４人日
（内訳）

施設型：６２５人日
　　　　　２か所

緊サポ：３４９人日
　　　　２０２会員

人日
（か所）

確保
の

内容

施設型

人日
（会員）

緊急サポート

確保の内容

量の見込み

確保の内容

子ども未来課
こども園課

量の見込み

子ども家庭課

確保の内容

４，７９５人
５８，０７８件
（１２．１回）

子ども未来課

（合計）

　　　１４，９４５人日
　　　（１，０４４会員）

就学児：８，３３０人日
（５９６会員）

未就学児：６，２１２人日
（４４５会員）

合計：１４，５４２人日
（１，０４１会員）

（就学児）

　　　６，７５３人日
　　　（４７２会員）

確保の内容

量の見込み

合計

　妊婦健診における１人当た
りの平均受診回数が増加し
た。
　妊娠届の早期提出について
医療機関へ協力を依頼すると
ともに、母子健康手帳交付時
に確実な受診を勧める。

　目標どおり事業を実施し、
利用者の負担軽減に寄与し
た。

５，２２８人
６２，９９５件
（１２．０５回）

５，１１７人
６０，３４３件

（１１．７９回）

量の見込み

確保の内容

量の見込み

(11)

妊婦健診

〔母子健康手帳交付時に受診
票を交付し、医療機関等への
受診を勧奨する。〕

人
回

(9)

病児保育事業、子育て援
助活動支援事業（病児・
緊急対応強化事業）

〔施設型：子どもが病気中、病
気の回復期で集団保育が困難
な期間に一時預かりを行う。〕
〔緊急サポートセンター事業：病
気中・病気の回復期にある子ど
もの保育や緊急的な預かりを会
員相互との連絡・調整等により
行う。〕

(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）

〔子どもの一時的な預かりや
移動支援等を会員相互との連
絡・調整等により行う。〕

人日
（会員）

未就学
児

確保の内容

就学児

確保の内容
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