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新規・重点事業数 特定事業 頁

No3 乳幼児訪問 14

No4 3～4か月児健康診査・産婦健康診査 15

No5 1歳6か月児健康診査 16

No12 障害者相談支援事業 23

No14 地域子育て支援（子育てひろば）事業 25

No26 小学生のためのブックトーク「よむよむ探検隊」 37

No28 地域子育て支援（子育てひろば）事業（再掲） 39

No34 おはなし会 45

No35 ちいさい子のためのおはなし会 46

No36 赤ちゃん絵本文庫 47

No37 図書館サービス 48

No41 ファミリー・サポート・センター事業 ○ 52

No43 認可保育所 54

No48 ファミリー・サポート・センター事業（再掲） ○ 59

No49 トワイライトステイ ○ 60

No55 乳幼児訪問（再掲） 66

No56 3～4か月児健康診査・産婦健康診査（再掲） 67

No57 1歳6か月児健康診査（再掲） 68

5
ひとり親家庭への

支援
3事業

No69 障害者相談支援事業（再掲） 80

No70 3～4か月児健康診査・産婦健康診査（再掲） 81

No71 1歳6か月児健康診査（再掲） 82

No78 乳幼児訪問（再掲） 89

No87 学校教育ネットワーク 98

No92 青尐年健全育成市民活動 103

No97
小学生のためのブックトーク「よむよむ探検隊」
（再掲）

108

No98 中高生ひろば事業 109

No100 おはなし会（再掲） 111

No101 ちいさい子のためのおはなし会（再掲） 112

No102 赤ちゃん絵本文庫（再掲） 113

No103 図書館サービス（再掲） 114

8
ワーク・ライフ・
バランスの推進

4事業

9
安全・安心の

まちづくりの推進
5事業 No109 ユニバーサルデザインの推進 120

新規・重点事業のうち、
平成25年度目標を達成できなかった事業

12事業

11事業
障害のある子どもと

家庭への支援
6

7

25事業

17事業

11事業

25事業

母と子どもの
健康支援

4

次代を担う人の
育成と教育の充実

目標

子育て不安の解消1

地域における
子育て支援

2

保育サービスの充実3

 

平成２５年度府中市次世代育成支援行動計画事業の実施状況と評価等のポイント 

（特定事業及び新規・重点事業） 

 

１ 平成２５年度実施目標を達成できなかった事業 
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事業No 事業名称 頁

特定No1／新規・重点No2・54・77
新生児訪問

（乳児家庭全戸訪問事業）
2・13・65・88

平成25年度実績 策定時の目標

実人員2,209人
延人員2,335人

4か月までの乳児のいる家庭の全戸
訪問及び必要な家庭への支援

事業No 事業名称 頁

特定No2／新規・重点No25
育児支援家庭訪問事業
（養育支援訪問事業)

3・36

平成25年度実績 策定時の目標

訪問員登録者 31人
ＮＰＯ団体　2団体
対象世帯　79世帯
訪問回数　851回
終了世帯　21世帯

訪問員　30人
訪問世帯　90世帯
訪問事業終了ケース　45世帯
児童福祉法の改正に伴い、第二種社
会福祉事業に位置づけられたことか
ら、子ども家庭部と福祉保健部の連携
を図りながらさらなる充実を図る

事業No 事業名称 頁

特定No4／新規・重点No41・48
ファミリー・サポート・センター

事業
5・52・59

平成25年度実績 策定時の目標

会員数　1,506人
活動件数　5,298件
※備考欄より　提供会員　434人

年総会員数　1,500人
提供会員　　400人
活動件数　7,000件

事業No 事業名称 頁

特定No5
ショートステイ

（子育て短期支援事業）
6

平成25年度実績 策定時の目標

施設数 3施設
定員 12人
延べ利用人数 181人

事業概要

保護者が出産、疾病などの理由で、子どもの養育が一時的に困難な場合に、18歳未満の子ども
を泊まりがけで預かる事業

事業概要

生後4か月までの乳児（未熟児を含む）のいる家庭を訪問し、乳児の発育・栄養・生活環境及び
疾病予防等育児に必要な事項について、より適切な指導を行う事業

事業概要

育児に不安や悩みを抱える家庭や育児困難を抱える家庭に対し、支援に応じた職種の訪問員
が職員に代わって定期的に家庭訪問を行う事業（第二種社会福祉事業）

事業概要

育児の援助を受けたい市民と、援助を行いたい市民の間に立ち、子育てに関する相互援助活動
の支援や調整を行う事業

２ 子ども・子育て支援新制度に位置付けられている事業 
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事業No 事業名称 頁

特定No6／新規・重点No49 トワイライトステイ 7・60

平成25年度実績 策定時の目標

実施施設　2施設
定員　67人
延べ利用人数　8,705人

延べ利用人数　7,000人

事業No 事業名称 頁

特定No7／新規・重点No13・27
子育てひろば事業

（地域子育て支援拠点事業）
8・24・38

平成25年度実績 策定時の目標

子育てひろばＡ型　8か所
（私立保育所7・市立保育所1）
子育てひろばB型  1か所
子育てひろばＣ型  2か所

子育てひろば事業
 8施設

事業No 事業名称 頁

特定No8／新規・重点No47 一時預かり・特定保育 9・58

平成25年度実績 策定時の目標

私立保育所　14か所
市立保育所　1か所
認証保育所　8か所
保育室　1か所
子ども家庭支援センター　1か所

両親が就労により特定保育を利用して
いる利用者への負担軽減
【軽減額】
1,000円/日
（4時間未満の利用は500円）

特定保育利用者の負担軽減を図る

事業No 事業名称 頁

新規・重点No43 認可保育所 54

平成25年度実績 策定時の目標

認可定員　 4,378人
市立16施設　1,754人
私立25施設　2,624人

41施設　4,343人

事業概要

保護者の入院や息抜き、断続的な就労により、一時的に保育が必要な子どもを預かる事業。特
定保育では、利用者の負担軽減を図る。

事業概要

私立保育園の新設や分園の開設を行うことにより、待機児童の解消を目指す。また、市立保育
所への民間活力導入の検討を行う。

事業概要

共働きや残業などで、恒常的に帰宅の遅い保護者に代わり施設内で子どもを預かる事業

事業概要

在宅子育て家庭の、親同士の交流や親子のふれあいの場を提供し、子育てに関する相談・助言
等を行うことで子育て不安を解消する事業
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事業No 事業名称 頁

新規・重点No45 認可外保育所（認証・保育室等） 56

平成25年度実績 策定時の目標

定員　556人
認証　15施設　506人
保育室　2施設　35人
家庭的保育 3か所 15人

認証　19施設　575人

※認証・保育室等は新制度の給付対象事業ではないが、保育事業の確保方策として記載することが可能。

事業No 事業名称 頁

新規・重点No46 病児・病後児保育 57

平成25年度実績 策定時の目標

実施施設　2か所
定員　10人
実施時間　18時まで
延べ利用人数　510人

実施施設
病児・病後児保育
2施設
利用人数　800人

事業No 事業名称 頁

新規・重点No50 延長保育 61

平成25年度実績 策定時の目標

19時まで　27施設
20時まで　12施設
22時まで　2施設

19時以上　全施設

事業No 事業名称 頁

新規・重点No64 妊婦健康診査 75

平成25年度実績 策定時の目標

14回の妊婦健康診査の公費負担の
継続
延受診件数：26,889件

受診率の向上
医療機関との連携体制の整備

事業概要

病気や熱などで保育所など通常の定期的な保育を受けられない子どもを預かる事業

事業概要

市立保育所及び私立保育園で、夕方から夜にかけて保育が必要な子どもを預かる時間外保育
事業

事業概要

妊婦の健康管理に努めることにより、妊産婦及び乳児の死亡率の低下を図るとともに、母子の健
康と健全な養育環境を確保するための健康診査

事業概要

認証保育所の新設や保育室の認証保育所等への移行を支援し、家庭的保育事業の導入に向
けた検討を行う。
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事業No 事業名称 頁

新規・重点No76・96
学童クラブ

（放課後児童クラブ）
87・107

平成25年度実績 策定時の目標

入会率　100%
22施設　1,759人

育成環境の充実

事業No 事業名称 頁

新規・重点No94 放課後こども教室事業 105

平成25年度実績 策定時の目標

実施校　市内22校全校
学童クラブとの連携の推進

学童クラブとの連携をすすめる

※新制度に位置付けられた事業ではないが、学童クラブとの連携が必要となる事業

事業概要

保護者が就労等により昼間家庭にいないおおむね小学校3年生までの児童の健全育成を行う事
業

事業概要

小学校施設を活用して、放課後や夏休みなどに子どもの居場所を提供する事業で、ＮＰＯ法人等
への委託により実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


