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Ⅰ　計画の策定に当たって

１ 計画策定の趣旨

　広島市では、子ども・子育て支援法に基づき、平成27年 ３ 月に「広島市子ども・子育て支援事業計画」
（計画期間：平成27年度～平成３1年度）を策定し、切れ目のない支援、多様で良質な支援、社会的支
援の必要性が高い子どもへの支援、地域コミュニティの中での子育て、心身ともにたくましく思いや
りのある人の育成に力点を置いて、子ども・子育て支援施策を推進してきました。

　こうした中、広島市市民意識調査によると、広島市は子育てしやすいまちだと思う市民の割合は着
実に増加している一方で、待機児童や児童虐待、子どもの貧困、いじめや不登校、子育て家庭の孤立
化、子育てに対する負担感の増大等の課題も山積しており、子どもや子育て家庭を取り巻く環境は依
然として厳しいものとなっています。
　また、本市の合計特殊出生率は、平成17年以降上昇していましたが、近年はほぼ横ばいで推移し、
平成３0年は１. ４９となっており、現状のまま推移すれば、今後も子どもの人口は減少していくこと
が予測されます。

　現下の課題や少子化の進行に適切に対応し、子どもを安心して生み育て、本市の未来を担う一人一
人の子どもが健やかに成長できるよう、個々の子どもや子育て家庭の状況やニーズに着目しながら、
子どもの発達段階に応じた切れ目のない支援やきめ細かな社会的支援の充実、地域社会全体で子育て
を行う環境づくりの推進といった幅広い視点から、子ども・子育て支援に関する施策を体系化し、総
合的に展開するための新たな計画として、「第 2期広島市子ども・子育て支援事業計画」（以下「本計
画」といいます。）を策定します。

2 計画の位置付け

　本計画は、関係法等が要請する趣旨に沿って、以下のとおり位置付けます。
　◇　広島市基本計画の部門計画
　◇　広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）の理念に基づく福祉分野の個別計画
　◇　子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画
　◇　次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画
　◇　子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく市町村計画　など

3 計画の対象

　本計画は、全ての子ども（おおむね18歳未満）及び子どもを育て又は育てようとする家庭、地域住
民及び団体、事業者、行政など市内の全ての個人及び団体を対象とします。

4 計画の期間

　本計画は、令和 2年度から令和 ６年度までの ５年間を計画期間とします。
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5 計画の推進
　１　推進体制
　　⑴　関係部局との連携による総合的な施策の推進
　　　�　子ども・子育てに関する施策は、福祉だけでなく、保健、教育、まちづくりなど、様々な分

野に渡っているとともに、近年、子育て家庭が抱える問題が複雑化・複合化する傾向にあるこ
とから、こども未来局を中心に、関係部局との緊密な連絡調整や情報共有を行い、施策分野や
組織を跨いで連携・協力し総合的に施策を推進します。

　　⑵　社会の全ての構成員の連携・協働による施策の推進
　　　�　家庭と共に、地域、ＮＰＯ、企業、学校、行政等の社会を構成する全ての人々が連携し、そ

れぞれの役割を果たしながら、協働して施策を推進します。その際、地域の多様な主体が子ど
も・子育て支援を我が事として認識し、これに参画できる環境づくりを促進します。

　　⑶　広島広域都市圏構成市町や広島県等との連携・協力による施策の推進
　　　�　広島広域都市圏を構成する2３市町と連携し一丸となって子育て支援施策の充実に取り組むと

ともに、広島県を始めとする関係機関や団体等と協力しながら施策を推進します。

　 ２　点検及び進行管理
　　�　「広島市子ども・子育て会議」に毎年度の進捗状況を報告し評価や意見を求め、施策推進に当
たっての参考にします。また、本計画の進捗状況に応じて、必要な見直しを行います。

Ⅱ　子どもと子育て家庭を取り巻く状況と今後の課題
　本市においては、共働き世帯の増加や核家族化の進行、地域との関わりの希薄化など、子どもや子
育て家庭をめぐる環境が大きく変化する中、保育園等での待機児童が解消に至っていないことや、子
育て家庭の孤立化、子育てに対する負担感の増大及びこれらを背景にした児童虐待の相談・通告件数
の増加のほか、子どもの貧困やいじめ・不登校等に対し、本市として的確に対応し、早期にその解決
を図ることが求められています。
　また、急速な技術革新やグローバル化の進展など、社会状況が今後もめまぐるしく変化していくこ
とが予想される中、将来を担う子どもには、こうした変化に対応していくことのできる知識や能力が
求められています。さらに、子どもの数自体が減少していく状況の下では、本市の未来を担う一人一
人の子どもが、その能力を最大限発揮できるように育成していくことが不可欠となっています。

　こうした現状に適切に対応しつつ、本市の子ども・子育て施策全体をこれまで以上にレベルアップ
しながら総合的に推進していくためには、乳幼児期の教育・保育の総合的な推進や個に応じたきめ細
かな質の高い教育のほか、青少年の健全な心身の育成と社会性のかん養、子育て家庭等に対する相談
支援体制の充実といった、「子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援」を充実させ
ていく必要があります。
　また、児童虐待防止対策やいじめ・不登校等対策、子どもの貧困対策の推進といった、「社会的支
援の必要性が高い子どもや子育て家庭へのきめ細かな支援」も充実させていく必要があります。
　さらに、こうした支援に当たっては、家庭と共に、地域、ＮＰＯ、企業、学校、行政等の社会を構
成するあらゆる人々や団体等が協働して子育てを行っていく環境をつくっていくことが重要であるた
め、地域共生社会の実現に向けた取組の推進や子育てに対する地域社会の理解の促進といった、「地
域のあらゆる構成員による子育て支援」を充実させていく必要があります。
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Ⅲ　計画の基本的な考え方

１ 本市が目指すべき姿

　１　基本理念

すべての子どもの現
い ま
在と将

みらい
来を社会全体で支える、

� 子どもと子育てに優しいまち“ひろしま”の実現

　２　指標（数値目標）

子育てしやすいまちだと思う市民の割合

� 【基準値：５３. ４％［H３１］⇒�目標値：６３. ８％［R６］】

2 基本理念に沿った支援を実現するための基本的視点

　基本理念に沿った子ども・子育て支援を実現するため、本計画では「Ⅱ　子どもと子育て家庭を取
り巻く状況と今後の課題」を踏まえ、以下の三つの基本的視点を掲げ、総合的に施策を展開します。

〈共助の
バックアップ〉

〈共助の
バックアップ〉

〈公助〉〈公助〉

〈共助〉

【基本的視点１】
子どもの発達段階に応じた多様で良質な

切れ目のない支援の充実

【基本的視点２】
社会的支援の必要性が高い子ども・家庭への

きめ細かな支援の充実

【基本的視点３】
地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実

子ども・子育て家庭〈自助〉
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Ⅳ　施策展開

重点施策 主な施策展開 主な事業・取組

⑴ 妊娠・出産支援
と母子の健康の
増進

① 母体や子育てに関する情報提供・相
談

ひろしま子育て応援アプリの配信、地域子育て支援センター
の運営、はじめての子育て応援事業　など

②妊娠・出産に係る支援の推進 妊娠・出産包括支援事業（産前・産後サポート事業、産後
ケア事業）、不妊治療費助成事業

③妊産婦・乳幼児の健康管理の推進 妊婦一般健康診査、産婦健康診査、４か月児健康相談、１
歳６か月児・３歳児健康診査　など

④小児救急医療体制の維持・確保 小児救急医療体制の確保、広島市民病院での総合周産期母
子医療センターの運営　など

⑵ 乳幼児期の教育・ 
保育の総合的な
推進

①保育園入園待機児童の解消 民間保育園等整備補助、保育士合同就職説明会の開催、保
育士等処遇改善事業　など

②幼児教育・保育の充実
乳幼児教育保育支援センターによる人材育成、保育施設の
指導監督、延長保育、預かり保育、広島市幼児教育・保育
ビジョンを踏まえた取組の検討・実施、幼保小連携の推進　
など

③ 私立保育園・認定こども園・幼稚園
への支援

私立保育園等の運営基盤の強化、私立保育園等の魅力向上
等事業、私立幼稚園振興事業補助　など

⑶ 個に応じたきめ
細かな質の高い
教育の推進

① 確かな学力、豊かな心、健やかな体
を育む教育の推進

学力向上の推進、少人数教育の推進、道徳教育の推進、生
徒指導体制の強化・充実、体力向上の推進、学校における
保健教育の推進　など

②多様な教育の推進 こどもたちの平和学習推進事業、特別支援教育の充実、学
校における人権教育の推進　など

③教育環境の充実
教職員配置の充実、教職員研修の実施、学校協力者会議の
充実等、学校施設の老朽化対策等、広島市の学校における
働き方改革推進プランの推進　など

⑷ 放課後等の子ど
もの居場所の確
保

①放課後等の居場所の確保
放課後児童クラブの運営、放課後児童クラブ職員等専門研
修、民間放課後児童クラブ運営費等補助、ファミリー・サ
ポート・センター事業　など

②遊び環境の確保 児童館の整備、児童館の運営、公園・緑地整備、冒険遊び
場事業　など

⑸ 青少年の健全な
心身の育成と社
会性のかん養

①思春期保健等の推進
思春期保健対策事業、未成年者の禁酒・禁煙を徹底する環
境づくり、薬物乱用防止事業、広島市食育推進計画の推進　
など

②非行防止対策等の推進
少年相談・立ち直り支援の実施、居場所づくりの実施、ネッ
トパトロールの実施、電子メディアと子どもたちとの健全
な関係づくりの推進事業　など

③ 子どもの主体性や自立性、社会性を
育む機会の充実

文化関係施設における子どもに関する事業、スポーツ関係
施設における子どもに関する事業、青少年教育施設の運営、
中・高校生ピースクラブの開催、青少年支援メンター制度
の推進、福祉教育の推進　など

⑹ 子育て家庭等に
対する相談支援
体制の充実

① 子どもの養育に関する相談支援の充
実

こんにちは赤ちゃん事業、家庭訪問指導事業、こども家庭
相談コーナー運営、常設オープンスペースの運営、地域の
オープンスペースの運営支援　など

②子どもに対する相談支援の強化 こども虐待夜間・休日電話相談事業、青少年への相談支援　
など

⑺ 子育て家庭の経
済的負担の軽減

①保育料、教育費等の負担軽減 児童手当の支給、保育料の軽減・減免、就学援助、幼児教育・
保育の無償化、高等教育の無償化　など

②医療費の負担軽減 こども医療費補助、小児慢性特定疾病医療費助成事業、母
子の健康診査等に係る費用助成　など

基本的視点１　子どもの発達段階に応じた多様で良質な切れ目のない支援の充実
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重点施策 主な施策展開 主な事業・取組

⑴ 児童虐待防止対
策の推進

①虐待の予防と早期発見・早期対応
オレンジリボンキャンペーンの実施、児童虐待予防対策事
業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、児童相談所
における相談支援等、子どもの安全確認　など

② 虐待を受けた子ども等への支援の充
実

一時保護の実施、一時保護委託強化事業、専門職員による
支援、臨床心理士による家族支援　など

③児童相談所の支援体制の充実
児童相談所の建替え整備、専門知識等を有する職員の配置
の充実、警察等との連携の推進、関係機関の情報共有の強
化　など

⑵ 社会的養育の充
実・強化

①里親・施設等による養育支援の充実
里親委託、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）、
児童養護施設等児童福祉施設入所措置、児童養護施設入所
児童高等学校進学促進費補助、意見表明の保障のための取
組の検討　など

② 施設退所後の子どもへの自立支援の
充実

社会的養護自立支援事業、身元保証人確保対策事業、児童
自立生活援助事業（自立援助ホーム）　など

⑶ 障害のある子ど
もに対する支援

①きめ細かい発達支援の充実
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児保育、保育
所等訪問支援、こども療育センターの建替えによる施設機
能の充実、こども療育センターの医師等専門スタッフの充
実　など

②相談支援・生活支援の充実 障害児等療育支援事業、各種相談員による相談支援、各種
手当の支給、短期入所、移動支援事業　など

③発達障害児への支援の充実
要観察児及び保護者への支援、ペアレントトレーニング研
修の実施、発達支援コーディネーターの養成、ペアレント
メンター制度の実施、発達障害者家族の集いの開催　など

④特別支援教育の充実 特別支援教育の充実、広島特別支援学校における教育の充
実　など

⑤総合的な就労支援の充実 発達障害者就労準備支援事業、知的障害児(者)の就労前職
場体験事業補助

⑥ 障害者差別の解消と理解・交流の促
進

障害者差別解消法に基づく研修・啓発等の取組、紛争の解
決等のための広島市障害を理由とする差別の解消の推進に
関する条例に基づく取組、ヘルプマークの普及促進、フラ
ワーフェスティバル「ふれあいの広場」の設置・運営　など

⑷ いじめ・不登校
等対策の推進

①いじめに関する総合対策の推進
道徳教育の推進、生徒指導体制の強化・充実、「広島市いじ
め問題対策連絡協議会」の開催、青少年への相談支援　
など

②不登校等対策の推進
ふれあいひろばの運営（不登校等対策ふれあい事業）、ふれ
あい教室（不登校児童生徒適応指導教室）の運営、ひきこ
もりがちな青少年への支援事業　など

⑸ 子どもの貧困対
策の推進

①教育の支援の充実 生活困窮世帯学習支援事業、ひとり親家庭学習支援事業、
市立高等学校の授業料等の減免　など

② 生活の安定に資するための支援の充
実

生活困窮者自立相談支援事業、ひとり親家庭等居場所づく
り事業、市営住宅入居抽選時の優遇措置　など

③ 職業生活の安定と向上に資するため
の就労の支援の充実

被保護者就労支援事業、就労支援窓口の設置によるハロー
ワークとの一体的な支援、子育て短期支援事業　など

④経済的支援の充実 児童手当の支給、保育料の軽減・減免、保育園等入園世帯
への教材購入費等補助　など

⑹ ひとり親家庭へ
の支援

①自立に向けた就業支援の充実
母子家庭等就業支援事業、高等職業訓練促進給付金等事業、
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業　
など

②子育て・生活支援の充実
相談支援事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり
親家庭学習支援事業、ひとり親家庭等居場所づくり事業　
など

③経済的支援の充実
児童扶養手当の支給、ひとり親家庭等医療費補助、水道料金・
下水道使用料の減免、母子及び父子福祉資金の貸付け　
など

⑺ 外国にルーツを
持つ子ども及び
その保護者に対
する支援

①子どもに対する教育の充実 保育園等における子どもへの支援の充実、就学案内の実施、
帰国・外国人児童生徒に対する教育の推進

②保護者に対する生活支援の充実
外国人市民向け生活情報提供事業、外国人市民の総合相談
窓口事業、外国人市民の日本語能力向上支援事業、保育園
等における保護者への支援の充実　など

基本的視点２　社会的支援の必要性が高い子ども・家庭へのきめ細かな支援の充実
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重点施策 主な施策展開 主な事業・取組

⑴ 地域共生社会の
実現に向けた取
組の推進

①地域における多様な交流機会の提供
常設オープンスペースの運営、地域のオープンスペースの
運営支援、きんさい！みんなの保育園事業（園庭開放）、ファ
ミリー・サポート・センター事業　など

②包括的な相談支援体制の整備 区役所厚生部の再編、保健師地区担当制の導入、民生委員・
児童委員による支援　など

③ 子どもを生み育てやすい環境整備の
推進

福祉のまちづくりの推進、公共施設等のバリアフリー設備
に関する情報提供、三世代同居・近居支援事業、結婚支援
団体等に対する支援方策の検討　など

⑵ 子育てに対する
地域社会の理解
の促進

①子どもと子育てに関する理解の促進 公民館学習会・子育て支援事業、男女共同参画啓発リーフ
レットの作成　など

②父親の主体的な子育ての促進 男性の地域活動・家庭生活等への参画支援事業、パパとマ
マの育児教室　など

③子どもの権利の啓発 人権啓発事業の実施、児童虐待防止のための取組、ＬＧＢ
Ｔ等に対する理解の促進　など

⑶ 子育てと仕事の
調和に向けた就
労環境の整備

① 多様な就業ニーズを踏まえた就労支
援の充実

女性の就労支援相談の実施、女性の就労支援に関する講座
の開催

② 多様な働き方ができる就労環境整備
の促進

働く女性・若者のための就労環境整備の推進、広島市男女
共同参画推進事業者表彰、事業所内保育施設の設置の促進　
など

⑷ 安全・安心なま
ちづくりの推進

① 地域ぐるみで子どもの安全を守る態
勢づくりの推進

「減らそう犯罪」推進事業、子どもの見守り活動の促進、
地域安全活動事業の促進　など

②防災意識の向上に向けた取組の推進
危機管理マニュアルの整備、防災教育の実施、防災体験学
習の実施、保育園・学校施設のブロック塀の安全対策　
など

③交通安全対策の推進 交通安全教室の開催、安全・安心な通学路の整備　など

基本的視点３　地域のあらゆる構成員による子育て支援の充実
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Ⅴ　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み(需要)と確保方策(供給)

１ 教育・保育の量の見込み（需要）及び確保方策（供給）

区分 提供区域 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１
号
認
定

必要利用定員総数 
（量の見込み）

全市
単位

13,390 12,868 12,458 12,262 12,199

確保方策
（確認を受けない
幼稚園を含む。）

13,390 12,868 12,458 12,262 12,199

量の見込みの算出方法 平成31年度の3～5歳児人口に対する幼稚園及び認定こども園（1号認定）の入園割合に、3
～5歳児の年齢別推計児童数と保育需要の伸びの反動減を乗じて算出した。

確保の考え方 量の見込みは年々減少すること、また、多くの施設が園バスを運行して広域な需要に対応し
ていることから、現行の施設で対応可能と考えられる。

２
号
認
定

必要利用定員総数 
（量の見込み）Ⓐ 中学校区

単位

16,576 16,512 16,669 16,727 16,853

確保方策Ⓑ 17,270 17,829 17,961 18,004 18,029

3
号
認
定

必要利用定員総数 
（量の見込み）Ⓒ

中学校区
単位

11,671 11,955 11,753 11,578 11,380

確保方策Ⓓ 12,149 12,543 12,686 12,739 12,774

特定教育・保育施設 11,168 11,524 11,610 11,625 11,641

特定地域型保育事業 981 1,019 1,076 1,114 1,133

2
号
・
3
号
認
定

量の見込み（Ⓐ＋Ⓒ） 28,247 28,467 28,422 28,305 28,233

確保方策（Ⓑ＋Ⓓ） 29,419 30,372 30,647 30,743 30,803

量の見込みの算出方法 地区ごとの0～5歳児の年齢別推計児童数に、過去の入園申込状況から算出する地区ごとの将
来の要保育率を乗じて算出した。

確保の考え方

量の見込み（2号及び3号認定の合計）は、令和3年度をピークに以降減少していくものの、
定員の不足が見込まれる提供区域にあっては、提供区域ごとの不足数の規模、近隣の既存施
設の有無などを踏まえ、既存の保育園の分園や増築整備、幼稚園の認定こども園化、既存の
認可外保育施設の認可化及び既存施設の定員変更によることを基本としながら、新設整備を
含む必要な確保方策によって対応する。

（単位：人）
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（需要）及び確保方策（供給）

　 事業名 　区分 提供
区域 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

１
時間外保育事業

〔延長保育事業〕

量の見込み 中学校区
単位

人 2,852 2,875 2,870 2,858 2,851

確保方策 人 2,852 2,875 2,870 2,858 2,851

量の見込みの
算出方法

通常保育（2号及び3号認定）の量の見込みに、利用実績を基に算定した平均
利用率を乗じて算出した。

確保の考え方 保育園入園児童のうち、延長保育を希望しながら利用できていない児童につい
ては、基本的には保育園の利用調整により対応する。

2

病児保育事業、
子育て援助活動
支援事業（病児・
病後児）

〔①病児・病後児
保育事業、②ファ
ミリー・サポート・
センター事業（病
児・病後児）〕

量の見込み

全市
単位

人日 16,459 16,586 16,560 16,493 16,451

確保方策 人日 16,459 16,586 16,560 16,493 16,451

　 ①病児・病後児 
保育事業 人日 16,376 16,503 16,477 16,410 16,368

　
②ファミリー・
サポート・セン

ター事業
人日 83 83 83 83 83

量の見込みの
算出方法

【①病児・病後児保育事業】
通常保育（2号及び3号認定）の量の見込みに、ニーズ調査（＊）により把握
した利用意向率と利用実績を基に算定した平均利用日数を乗じて算出した。
【②ファミリー・サポート・センター事業（病児・病後児）】
過去5年間の利用実績の平均を計画値とした。

確保の考え方

【①病児・病後児保育事業】
利用が集中する時期等には受入れできない児童もいることから、医療機関に付
設する保育施設の増設に向けて、実施手法も含めた検討を行う。
【②ファミリー・サポート・センター事業（病児・病後児）】
現行体制で実施できるが、幅広い地域やニーズに対応できるよう、病児・病後
児援助に対応できる提供会員数の増加を図る。

3
一時預かり事業 
（幼稚園型）

〔預かり保育事業〕

１
号 
認
定

量の見込み

全市
単位

人日 62,792 61,326 60,404 59,467 59,160

確保方策 人日 62,792 61,326 60,404 59,467 59,160

２
号 
認
定

量の見込み 人日 323,533 315,981 311,227 306,402 304,820

確保方策 人日 323,533 315,981 311,227 306,402 304,820

量の見込みの
算出方法

年齢別推計児童数に、ニーズ調査により把握した利用意向率と利用意向日数を
乗じて算出した。

確保の考え方
必要量は年々減少すると見込まれ、既存の私立幼稚園等での受入れで対応可能
と考えられることから、新たな確保方策は講じないこととし、各園における定
員調整により量の見込みの減に対応する。

4

一時預かり事業（幼
稚園型を除く）、
子育て援助活動支
援事業（一時預かり）

〔①一時預かり事業、 
②ファミリー・サ
ポート・センター
事業（一時預かり）〕

量の見込み

中学校区
単位

人日 29,849 29,562 29,286 29,073 28,917

確保方策 人日 29,849 29,562 29,286 29,073 28,917

　 ①一時預かり
事業 人日 22,042 21,800 21,568 21,399 21,287

　
②ファミリー・
サポート・セン

ター事業
人日 7,807 7,762 7,718 7,674 7,630

量の見込みの
算出方法

【①一時預かり事業】
年齢別推計児童数に、ニーズ調査により把握した利用意向率と利用意向日数を
乗じて算出した。
【②ファミリー・サポート・センター事業（一時預かり）】
平成30年度の利用実績に、過去5年間の平均減少率を乗じて算出した。

確保の考え方

【①一時預かり事業】
必要量は年々減少すると見込まれることから、量的には既存の保育園等での受
入れで対応可能と考えられるが、利用者の利便性向上の観点から、事業を実施
する施設を増やす必要があるため、引き続き新設保育園での事業実施を進めつ
つ、各施設の定員調整により量の見込みの減に対応する。
【②ファミリー・サポート・センター事業（一時預かり）】
現行体制で実施できるが、幅広い地域やニーズに対応できるよう、提供会員数
の増加を図る。

※〔　〕は本市事業名　　
＊平成 30 年度に実施した子ども・子育て支援に関するニーズ調査（以下同様）
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　 事業名 　区分 提供
区域 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

5

利用者支援に
関する事業

〔①保育サービス
相談事業、②地域
子育て支援拠点事
業（地域子育て支
援センター）、③妊
娠・出産包括支援
事業（子育て世代
包括支援センター）〕

量の見込み

行政区
単位

か所 8 8 8 8 8 

確保方策

か所 8 8 8 8 8 

①保育サービス
相談事業

②地域子育て
支援拠点事業

③妊娠・出産
包括支援事業

量の見込みの
算出方法 区役所の箇所数を計画値とした。

確保の考え方 各区役所で実施しており、今後も継続して実施する。

6

放課後児童健全
育成事業

〔放課後児童クラ　
ブ事業〕

量の見込み
小学校区

単位

人 12,321 13,138 13,814 14,308 14,717

確保方策 人 12,321 13,138 13,814 14,308 14,717

量の見込みの
算出方法

過去4年間の利用実績の伸び等を基に算定した将来の学校別学年別利用率に、
将来の学校別学年別児童数を乗じて算出した。

確保の考え方
公設の放課後児童クラブのクラス増設や民間事業者が運営する放課後児童クラ
ブに対する補助、放課後子供教室との一体的な実施等により、提供体制を確保
する。

7

子育て短期支援
事業

〔子育て短期支援
事業（ショートス
テイ）〕

量の見込み
全市
単位

人日 545 568 593 619 646

確保方策 人日 545 568 593 619 646

量の見込みの
算出方法

平成30年度の利用実績に過去5年間の平均増加率を乗じて算出した数値に、シ
ョートステイと同様の理由により一時保護委託を行った過去5年間の平均日数
を加えて算出した。

確保の考え方 実施施設において、定員を超えた受入れができるよう、職員の加配等の仕組み
を検討する。

8

乳児家庭全戸訪問
事業

〔こんにちは赤ちゃ
ん事業、家庭訪問
指導事業〕

量の見込み
行政区
単位

人日 
（％）

7,687
(78.1)

8,076
(82.3)

8,444
(86.5)

8,809
(90.7)

9,175
(95.0)

確保方策 ―　 民生委員・児童委員1,985人に加え、助産師及び保健センター
保健師の専門職で対応する。

量の見込みの
算出方法

令和6年度までに、入院や施設入所、里帰り中などの理由により家庭訪問が困
難な家庭（5％程度）を除き、乳児がいる全ての家庭を訪問するよう段階的に
訪問率を高めることとし、その訪問率に、0歳児推計児童数を乗じて算出した。

確保の考え方
令和2年度から全区で導入する保健師地区担当制に伴い、母子保健に従事する
保健師が増加することを踏まえ、民生委員・児童委員1,985人に加え、助産師
30人程度及び保健センター保健師70人程度の専門職で対応する。

9

養育支援訪問事業
及び要保護児童対
策地域協議会その
他の者による要保
護児童等に対する
支援に資する事業
〔養育支援訪問事業〕

量の見込み
全市
単位

回
(世帯）

332
(18)

332
(18)

332
(18)

332
(18)

332
(18)

確保方策 か所 15 15 15 15 15

量の見込みの
算出方法 過去5年間の利用実績の平均を計画値とした。

確保の考え方 現状の事業所数（15か所）を維持し、事業実施体制を確保する。
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　 事業名 　区分 提供
区域 単位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

10

地域子育て支援
拠点事業

〔地域子育て支援
拠点事業（常設オー
プンスペース）〕

量の見込み

行政区
単位

人日 134,389 143,205 152,599 162,609 173,276

確保方策 か所 20 21 22 23 24

　
直営型 か所 8 8 8 8 8

公募型 か所 12 13 14 15 16

量の見込みの
算出方法 平成30年度の利用実績に、過去5年間の平均増加率を乗じて算出した。

確保の考え方

公募型常設オープンスペースについて、利用者数の増加に応じて、順次、開設
を促進する。なお、担い手の確保の観点から、毎年度１か所の開設を目指す。
さらに、市民により身近な場所で支援を行えるよう、既存の公募型常設オープ
ンスペースの機能強化（出張ひろば等付加的事業の実施）や、地域のオープン
スペースへの支援を実施していく。

11

子育て援助活動
支援事業（放課後
利用）

〔ファミリー・サ
ポート・センター
事業（放課後利用）〕

量の見込み
全市
単位

人日 1,557 1,504 1,452 1,403 1,355

確保方策 人日 1,557 1,504 1,452 1,403 1,355

量の見込みの
算出方法 平成30年度の利用実績に、過去5年間の平均減少率を乗じて算出した。

確保の考え方 現行体制で実施できるが、幅広い地域やニーズに対応できるよう、提供会員数
の増加を図る。

12

妊婦に対して健康
診査を実施する
事業

〔妊婦健康診査事
業〕

量の見込み

全市
単位

人 
(回)

9,232
(115,266)

8,926
(111,477)

8,630
(107,812)

8,343
(104,267)

8,066
(100,839)

確保方策 ―

実施場所：市内産婦人科医療機関 
受診回数：国が定める望ましい基準の健診回数14回 
 23週まで　：４週間に１回　計4回 
 24～35週　：２週間に１回　計6回 
 36週～分娩：１週間に１回　計4回 
検査項目：国が定める望ましい基準の検査項目

量の見込みの
算出方法

平成30年度の妊娠届出数に、過去5年間の平均減少率を乗じて受診人数を算出
した。また、妊娠時期ごとの死産率や早産率を踏まえて算定した妊娠時期ごと
のあるべき受診率と受診人数を基に受診回数を算出した。

確保の考え方 国が示す望ましい基準の健診について、全ての妊婦が受診できるよう、体制及
び受診回数、検査項目を確保する。
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