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１ 利用者支援事業 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

※区域毎に1か所とし、区域別内訳は省略

施策１

地域で安心して出産し、子育てができる環境の整備

情報提供・相談体制の推進

資料３５の
頁数

２頁

施策目標１

事業名 利用者支援事業

概要
子育て家庭が幼稚園や保育所、各種子育て支援事業を円滑に利用できるよう、情
報の収集・提供や利用に係る相談・支援等を身近な地域において行う事業です。

提供区域の設定 左の理由

６区域
（教育・保育提供区域）

身近な地域において行う事業
であり、区域ごとに整備する
ことが望ましいため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

その他
身近な地域において行う事業として各区域毎に1か所程度のニーズはあるものと仮
定

内容 区分

　現在、利用者支援事業を実施しているのは、子ども家庭支援センター「たっ
ち」（第４区域）と、子ども家庭支援センター「しらとり」（第５区域）の２か
所です。今後は、各区域ごとに１か所ずつ、計６か所での実施を目指します。

重点化・
拡充

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

合計 2 か所

H27 6 か所

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

合計 2

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

か所

H28 6 か所

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

合計 2 か所

H29 6 か所

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

合計 2 か所

H30 6 か所

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

公共施設等 4 か所

合計

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

6 か所

H31 6 か所

子ども家庭支援セン
ターたっち

1 か所

子ども家庭支援セン
ターしらとり

1 か所

公共施設等 4 か所

合計 6 か所
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２ 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業） 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

施策２ 地域おける子育て支援

地域で安心して出産し、子育てができる環境の整備

資料３５の
頁数

３頁

施策目標１

ニーズ調査
による

内容 区分

国・都基準の子育てひろば事業については、地域間の提供体制の均衡に配慮し、
ニーズ量に応じた提供体制を確保する。また、市単独事業による子育てひろば事
業（開催頻度等の実施水準が国・都の定める水準に満たないもの）については、
当面の間は提供体制を補完する役割として継続して実施し、提供体制の充実とあ
わせて事業形態を見直していく。

重点化・
拡充

提供区域の設定 左の理由

６区域
（教育・保育提供区域）

身近な地域において行う事業
であり、区域ごとに整備する
ことが望ましいため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

事業名 地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

概要
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業
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【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

人日 30人×156日×6か所
(市単独事業で補完)

合計 194,860 人日

人日 320人×353日
しらとり 18,720 人日 60人×312日

(市単独事業で補完)

人日 15人×260日×7か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日

H31

合計 194,860 人日

人日

183,080 人日

民営保育所等7か所 27,300

しらとり 18,720

たっち 112,960

市立保育所6か所 28,080

28,080 人日 30人×156日×6か所

15人×260日×7か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日

320人×353日

合計 170,680 人日

60人×312日
H30 185,698 人日

民営保育所等7か所 27,300 人日

たっち 112,960 人日

市立保育所6か所

しらとり 18,720 人日 60人×312日
(市単独事業で補完)

15人×260日×8か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日
たっち 112,960 人日 320人×353日

合計 170,680 人日

H29 188,356 人日

民営保育所8か所 31,200 人日

しらとり 18,720 人日 60人×312日
(市単独事業で補完)

15人×260日×8か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日
たっち 112,960 人日 320人×353日

合計 170,680 人日

H28 192,321 人日

民営保育所8か所 31,200 人日

しらとり 18,720 人日 60人×312日
(市単独事業で補完)

15人×260日×8か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日
たっち 112,960 人日 320人×353日

合計 170,680 人日

H27 196,374 人日

民営保育所8か所 31,200 人日

しらとり 18,720 人日 60人×312日
(市単独事業で補完)

15人×260日×8か所
baby cafe 7,800 人日 30人×260日
たっち 112,960 人日 320人×353日

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所8か所 31,200 人日
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【各年度のニーズ量及び確保方策（区域別）】

地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域① 第１区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所4か所 15,600 人日 3,900人日×4か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190
しらとり調整分 693 人日 18,720人日×調整率0.037

合計 38,123 人日

H27 40,153 人日

民営保育所4か所 15,600 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×4か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190

18,720人日×調整率0.037

合計 38,123 人日

H28 39,324 人日

民営保育所4か所 15,600 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×4か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190

18,720人日×調整率0.037

合計 38,123 人日

H29 38,513 人日

民営保育所4か所 15,600 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×4か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190

18,720人日×調整率0.037

合計 38,123 人日

H30 37,970 人日

民営保育所3か所 11,700 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190

18,720人日×調整率0.037
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 38,903 人日

H31 37,434 人日

民営保育所3か所 11,700 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 21,408 人日 112,960人日×調整率0.190

18,720人日×調整率0.037
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 38,903 人日  
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域② 第２区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所3か所 11,700 人日 3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202
しらとり調整分 693 人日 18,720人日×調整率0.037

合計 35,616 人日

H27 38,793 人日

民営保育所3か所 11,700 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202

18,720人日×調整率0.037

合計 35,616 人日

H28 37,993 人日

民営保育所3か所 11,700 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202

18,720人日×調整率0.037

合計 35,616 人日

H29 37,209 人日

民営保育所3か所 11,700 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×3か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202

18,720人日×調整率0.037

合計 35,616 人日

H30 36,684 人日

民営保育所2か所 7,800 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×2か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202

18,720人日×調整率0.037
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 36,396 人日

H31 36,167 人日

民営保育所2か所 7,800 人日

しらとり調整分 693 人日

3,900人日×2か所
baby cafe調整分 422 人日 7,800人日×調整率0.054
たっち調整分 22,801 人日 112,960人日×調整率0.202

18,720人日×調整率0.037
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 36,396 人日  
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域③ 第３区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所なし
baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179
しらとり調整分 3,813 人日 18,720人日×調整率0.204

合計 27,798 人日

H27 31,176 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 3,813 人日

baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179

18,720人日×調整率0.204

合計 27,798 人日

H28 30,533 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 3,813 人日

baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179

18,720人日×調整率0.204

合計 27,798 人日

H29 29,903 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 3,813 人日

baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179

18,720人日×調整率0.204

合計 27,798 人日

H30 29,481 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 3,813 人日

baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179

18,720人日×調整率0.204
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 32,478 人日

H31 29,066 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 3,813 人日

baby cafe調整分 3,795 人日 7,800人日×調整率0.486
たっち調整分 20,190 人日 112,960人日×調整率0.179

18,720人日×調整率0.204
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 32,478 人日  
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域④ 第４区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所なし
baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133
しらとり調整分 1,040 人日 18,720人日×調整率0.056

合計 17,695 人日

H27 24,182 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 1,040 人日

baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133

18,720人日×調整率0.056

合計 17,695 人日

H28 23,683 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 1,040 人日

baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133

18,720人日×調整率0.056

合計 17,695 人日

H29 23,195 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 1,040 人日

baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133

18,720人日×調整率0.056

合計 17,695 人日

H30 22,867 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 1,040 人日

baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133

18,720人日×調整率0.056
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 22,375 人日

H31 22,545 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 1,040 人日

baby cafe調整分 1,686 人日 7,800人日×調整率0.216
たっち調整分 14,969 人日 112,960人日×調整率0.133

18,720人日×調整率0.056
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 22,375 人日  
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域⑤ 第５区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所なし
baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105
しらとり調整分 9,707 人日 18,720人日×調整率0.519

合計 22,175 人日

H27 22,455 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 9,707 人日

baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105

18,720人日×調整率0.519

合計 22,175 人日

H28 21,991 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 9,707 人日

baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105

18,720人日×調整率0.519

合計 22,175 人日

H29 21,538 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 9,707 人日

baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105

18,720人日×調整率0.519

合計 22,175 人日

H30 21,234 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 9,707 人日

baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105

18,720人日×調整率0.519
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 26,855 人日

H31 20,935 人日

民営保育所なし

しらとり調整分 9,707 人日

baby cafe調整分 632 人日 7,800人日×調整率0.081
たっち調整分 11,836 人日 112,960人日×調整率0.105

18,720人日×調整率0.519
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 26,855 人日  
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地域子育て支援拠点事業（子育てひろば事業）

区域⑥ 第６区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

民営保育所1か所 3,900 人日 3,900人日×1か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193
しらとり調整分 2,773 人日 18,720人日×調整率0.148

合計 29,273 人日

H27 39,615 人日

民営保育所1か所 3,900 人日

しらとり調整分 2,773 人日

3,900人日×1か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193

18,720人日×調整率0.148

合計 29,273 人日

H28 38,797 人日

民営保育所1か所 3,900 人日

しらとり調整分 2,773 人日

3,900人日×1か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193

18,720人日×調整率0.148

合計 29,273 人日

H29 37,997 人日

民営保育所1か所 3,900 人日

しらとり調整分 2,773 人日

3,900人日×1か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193

18,720人日×調整率0.148

合計 29,273 人日

H30 37,461 人日

民営保育所等2か所 7,800 人日

しらとり調整分 2,773 人日

3,900人日×2か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193

18,720人日×調整率0.148
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 37,853 人日

H31 36,933 人日

民営保育所等2か所 7,800 人日

しらとり調整分 2,773 人日

3,900人日×2か所
baby cafe調整分 843 人日 7,800人日×調整率0.108
たっち調整分 21,757 人日 112,960人日×調整率0.193

18,720人日×調整率0.148
市立保育所1か所 4,680 人日 4,680人日×1か所

合計 37,853 人日  
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３ 時間外（延長）保育事業 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

施策３

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

多様な保育ニーズへの対応

資料３５の
頁数

６頁

施策目標２

H31 2,485 人

全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）

2,485 人 ニーズ量×事業充足率100％

合計 2,485 人

事業名 時間外（延長）保育

概要
認定こども園、保育所等において、通常の利用日及び利用時間以外に保育認定を
受けた入所児を保育する事業

提供区域の設定 左の理由

保育所の所在場所と連動する
ため当該事業単独での区域設
定は困難なため

推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

区分

全保育所において７時以降までの時間外（延長）保育を継続して実施します。
また、新たに設置する認定こども園及び地域型保育事業においても可能な限り時
間外（延長）保育を実施します。

現状のまま
継続

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）

１区域
（区域設定なし）

推計方法

ニーズ調査
による

　20時まで 12施設

内容

※事業充足率100％
　（定員4,378人）

　19時まで 27施設

　22時まで  2施設

合計
全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）H27 2,664 人

2,664 人 ニーズ量×事業充足率100％

合計 2,664 人

H28 2,610 人

全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）

2,610 人 ニーズ量×事業充足率100％

合計 2,610 人

H29 2,556 人

全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）

2,556 人 ニーズ量×事業充足率100％

合計 2,556 人

H30 2,521 人

全保育所で実施
（利用希望のある
入所者全員に提供）

2,521 人 ニーズ量×事業充足率100％

合計 2,521 人
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４ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

合計 4,380 人日

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

多様な保育ニーズへの対応

施策目標２

定員12人×365日
4,380 人日

H31 2,083 人日

3施設　定員12人 4,380 人日

資料３５の
頁数

６頁

施策３

定員12人×365日

合計

H30 2,114 人日

3施設　定員12人 4,380 人日
合計 4,380 人日

定員12人×365日

H29 2,145 人日

3施設　定員12人 4,380 人日
合計 4,380 人日

定員12人×365日

H28 2,191 人日

3施設　定員12人 4,380 人日
合計 4,380 人日

定員12人×365日

H27 2,238 人日

3施設　定員12人 4,380 人日
合計 4,380 人日

現状
(H25)

3施設　定員12人 4,380 人日 定員12人×365日

３施設において継続してショートステイを実施します。
現状のまま
継続

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

ニーズ調査
による

内容 区分

１区域
（区域設定なし）

身近な地域において日常的な
利用に供する性質の事業では
ないため

事業名 子育て短期支援事業（ショートステイ）

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、施設
において子どもを泊りがけで預かる事業

提供区域の設定 左の理由
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５ 一時預かり事業等 

〔一時預かり事業・子育て短期支援事業（トワイライトステイ）・ファミリー・サポート・

センター事業〕 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

資料３５の
頁数

６頁

施策３

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

多様な保育ニーズへの対応

施策目標２

事業名 一時預かり事業等

概要

▼一時預かり事業…
　家庭において保育を受けることが一時的に困難となった子ども（乳幼児）を、
主として昼間において認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その
他の場所において一時的に預かる事業
※認可保育所においては特定保育と一体的に実施

▼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）…
　子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員組織を
設置し、相互援助活動に関する連絡・調整等の支援を行う事業

▼子育て短期支援事業（トワイライトステイ）…
　保護者が仕事その他の理由により平日の夜間等に不在となり家庭において養育
を行うことが困難となった子どもを施設において預かる事業

事業種別 提供区域の設定 左の理由

一時預かり事業
６区域

（教育・保育提供区域）

身近な地域において行う事業
であり、区域ごとに整備する
ことが望ましいため

１区域
（区域設定なし）

１センターを設置することで
全市的な対応が可能なため

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）

１区域
（区域設定なし）

迎えのバスを用いることで全
市的な対応が可能なため

子育て短期支援事業
（トワイライトステイ事業）

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

ニーズ調査
による

内容 区分
一時預かり事業（専用定員有）については、地域間の提供体制の均衡に配慮し、
ニーズ量に応じた提供体制を確保する。また、これを補完する役割として保育施
設等の空き定員による一時預かり事業を継続して実施する。ファミリーサポート
センター事業及びトワイライトステイ事業については現行の提供体制を継続して
実施する。

重点化・
拡充
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【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

※ファミリーサポートセンター事業及びトワイライトステイ事業の事業量は小学生を含む

　2か所 定員67人
合計 99,424 人日

　提供会員400人

人日 提供会員400人×52週

　20か所 定員222人

　2か所 定員67人
合計 99,424 人日

ファミリーサポート
センター事業

20,800

H31 93,465 人日

一時預かり事業 57,720 人日 定員222人×260日

トワイライトステイ
事業

20,904 人日 定員67人×312日

　空定員型で補完

　2か所 定員67人
合計 86,944 人日

定員222人×260日

トワイライトステイ
事業

20,904 人日 定員67人×312日
　提供会員400人

ファミリーサポート
センター事業

20,800 人日 提供会員400人×52週

H30 94,793 人日

一時預かり事業 57,720 人日

　提供会員400人

　空定員型で補完
　20か所 定員222人

20,904 人日 定員67人×312日

　2か所 定員67人
合計 86,944 人日

定員174人×260日

H29 96,141 人日

一時預かり事業 45,240 人日

　16か所 定員174人

トワイライトステイ
事業

　空定員型で補完
ファミリーサポート
センター事業

20,800 人日 提供会員400人×52週

　提供会員400人
トワイライトステイ
事業

20,904 人日 定員67人×312日

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

現状
(H25)

一時預かり事業 45,240 人日 定員174人×260日
　16か所 定員174人
　空定員型で補完
ファミリーサポート
センター事業

22,568 人日 提供会員434人×52週

　提供会員434人
20,904 人日 定員67人×312日トワイライトステイ

事業

88,712 人日

45,240 人日 定員174人×260日

　2か所 定員67人
合計

H27 100,167 人日

一時預かり事業
　16か所 定員174人
　空定員型で補完
ファミリーサポート
センター事業
　提供会員400人

20,800 人日 提供会員400人×52週

トワイライトステイ
事業

20,904 人日 定員67人×312日

　2か所 定員67人
合計 86,944 人日

H28 98,132 人日

一時預かり事業 45,240 人日 定員174人×260日
　16か所 定員174人
　空定員型で補完
ファミリーサポート
センター事業

20,800 人日 提供会員400人×52週
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【各年度のニーズ量及び確保方策（区域別）】

一時預かり事業等（うち一時預かり事業のみ）

　5か所　定員44人
隣接区域との調整
　定員-6.625人

合計 9,718 人日

H29 10,876 人日

認可保育所 9,718 人日

　5か所　定員44人
隣接区域との調整
　定員-6.625人

H30 10,606 人日

合計 9,718 人日

認可保育所 10,498 人日

　定員-3.625人

人日

認可保育所 10,498

　5か所　定員44人
隣接区域との調整

人日

　5か所　定員44人

合計 10,498 人日

隣接区域との調整
　定員-3.625人

H31 10,341

定員37.375人×260日

合計 10,498 人日

定員40.375人×260日

定員40.375人×260日

合計 9,718 人日

人日 定員37.375人×260日

H27 11,680 人日

認可保育所 9,718 人日

　定員-6.625人
隣接区域との調整

H28 11,274 人日

認可保育所 9,718

定員37.375人×260日
　5か所　定員44人

合計 9,718 人日

定員37.375人×260日
　5か所　定員44人
隣接区域との調整

事業量の積算

現状
(H25)

認可保育所 9,718 人日

　定員-6.625人

人日

　定員+1.875人

ニーズ量 確保方策 事業量

定員49.875人×260日
　5か所　定員48人
隣接区域との調整

認可保育所

合計 12,968 人日

区域② 第２区域

H31 10,918 人日

定員49.875人×260日
　5か所　定員48人

人日

隣接区域との調整

合計
　定員+1.875人

12,968 人日

12,968

合計 12,968 人日

H30 11,198 人日

認可保育所 12,968

人日 定員49.875人×260日
　5か所　定員48人
隣接区域との調整
　定員+1.875人

H29 11,482 人日

認可保育所 12,968

H28 11,902 人日

　定員+1.875人

12,968 人日

合計 12,968 人日

定員49.875人×260日
　5か所　定員48人
隣接区域との調整

認可保育所

定員49.875人×260日
　5か所　定員48人
隣接区域との調整
　定員+1.875人

合計 12,968 人日

合計 12,968 人日

H27 12,331 人日

認可保育所 12,968 人日

現状
(H25)

認可保育所 12,968 人日 定員49.875人×260日
　5か所　定員48人
隣接区域との調整
　定員+1.875人

区域① 第１区域

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算
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一時預かり事業等（うち一時預かり事業のみ）

区域③ 第３区域

事業量 事業量の積算

現状
(H25)

認可保育所 4,323 人日
確保方策

H27 9,117 人日

　定員+1.625人

ニーズ量

　1か所　定員15人
隣接区域との調整

認可保育所

　定員+1.625人

定員16.625人×260日
　1か所　定員15人
隣接区域との調整

合計 人日4,323
定員16.625人×260日4,323 人日

合計 4,323 人日

H28 8,800 人日

認可保育所 4,323

H29 8,489 人日

隣接区域との調整

人日 定員16.625人×260日
　1か所　定員15人

　定員+1.625人

合計 4,323 人日

認可保育所 4,323 人日
合計 4,323 人日

　定員+1.625人

定員16.625人×260日
　1か所　定員15人
隣接区域との調整

H30 8,279 人日

認可保育所等 8,223 人日

　定員+0.625人

ニーズ量

現状
(H25)

区域④

H31 8,072

定員31.625人×260日
　2か所　定員31人
隣接区域との調整

8,223 定員31.625人×260日
　2か所　定員31人

人日

確保方策 事業量
子ども家庭支援セン
ター

合計
人日

8,223 人日

認可保育所等

　定員+0.625人

定員15.5人×260日4,030 人日

合計

隣接区域との調整

事業量の積算

第４区域

8,223 人日

隣接区域との調整
　1か所　定員8人

　定員+7.5人
合計 4,030 人日

H27 6,913 人日

　定員+7.5人
隣接区域との調整

子ども家庭支援セン
ター

4,030 人日

6,672 人日

子ども家庭支援セン
ター

4,030
合計 4,030 人日

定員15.5人×260日

　1か所　定員8人

人日 定員15.5人×260日

　1か所　定員8人
隣接区域との調整
　定員+7.5人

合計 4,030 人日

H29 6,437 人日

子ども家庭支援セン
ター

4,030 人日

H28

H30 6,277 人日

　定員+7.5人
合計

　1か所　定員8人
隣接区域との調整

H31 6,120 人日
　1か所　定員10人
隣接区域との調整

認可保育所等

人日

　1か所　定員10人
隣接区域との調整

　1か所　定員8人
認可保育所等

4,030 人日

子ども家庭支援セン
ター

6,370

6,370 人日

　定員+6.5人
合計 6,370 人日

定員15.5人×260日

定員24.5人×260日

合計 6,370 人日

定員24.5人×260日

　1か所　定員8人

子ども家庭支援セン
ター

　定員+6.5人
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一時預かり事業等（うち一時預かり事業のみ）

区域⑤

ニーズ量 事業量 事業量の積算
488 人日

第５区域

確保方策

H27 6,692 人日

現状
(H25)

隣接区域との調整 定員1.875人×260日
　定員+1.875人

合計
隣接区域との調整 定員1.875人×260日
　定員+1.875人

488 人日

488

隣接区域との調整

合計

合計 人日

人日

H29 6,231 人日

隣接区域との調整 488

　定員+1.875人
H28 6,459 人日

488 人日
488

488 人日

定員1.875人×260日

人日 定員1.875人×260日
　定員+1.875人

認可保育所等 5,948 人日

隣接区域との調整

現状
(H25)

合計 488 人日

H30 6,077 人日

5,948 人日

定員22.875人×260日
　2か所　定員22人

　定員+0.875人

ニーズ量

区域⑥

H31 5,925 人日

合計

合計 人日

人日

　定員+0.875人

認可保育所等 5,948

隣接区域との調整

確保方策 事業量

5,948

第６区域

定員22.875人×260日
　2か所　定員22人
隣接区域との調整

定員52.75人×260日
　4か所　定員59人

事業量の積算
認可保育所 13,715 人日

　定員-6.250人
合計 13,715 人日

人日

認可保育所 13,715 人日

　定員-6.250人

H27 11,730

定員52.75人×260日
　4か所　定員59人
隣接区域との調整

合計 13,715 人日

H28 11,322 人日

認可保育所 13,715 人日 定員52.75人×260日
　4か所　定員59人

H29 10,922 人日

人日

認可保育所 13,715 人日

隣接区域との調整
　定員-6.250人

13,715

　定員-6.250人
合計

　4か所　定員59人
隣接区域との調整

合計
定員52.75人×260日

13,715 人日

隣接区域との調整H30 10,652 人日

認可保育所 13,715 人日

H31 10,385 人日

定員52.75人×260日
　4か所　定員59人

　4か所　定員59人

合計 13,715 人日

認可保育所 13,715

　定員-6.250人

人日 定員52.75人×260日

合計 13,715 人日

隣接区域との調整
　定員-6.250人
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６ 一時預かり事業等〔幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）〕 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

合計 183,199 人日

施策目標２

施策３

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

多様な保育ニーズへの対応

142,040 人日

144,181

２号認定によ
る利用

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

144,181 人日

H31

１号認定よる
利用

全私立幼稚園（17
園）で実施

41,159 人日 ニーズ量×事業充足率100％

41,159 人日

２号認定によ
る利用

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

142,040 人日 ニーズ量×事業充足率100％

H30

１号認定よる
利用

全私立幼稚園（17
園）で実施

41,779 人日

人日

人日

ニーズ量×事業充足率100％

合計 185,960 人日

ニーズ量×事業充足率100％

41,779

合計 188,765 人日
146,356 人日

事業名 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）

事業概要 幼稚園において、通常の利用日及び利用時間以外に在園児を預かる事業

資料３５の
頁数

６頁

提供区域の設定 左の理由

１区域
（区域設定なし）

幼稚園の所在場所と連動する
ため当該事業単独での区域設
定は困難なため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

ニーズ調査
による

内容 区分
①現在、全私立幼稚園（17園）において実施している預かり保育を継続して実施
します。
②２号認定子どもによる定期的な預かり保育の利用については、幼稚園の認定こ
ども園への移行と併せて提供体制を確保します。

現状のまま
継続

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）
全私立幼稚園（17
園）で実施

※事業充足率100％
　（定員3,895人×195日

＝759,525人日）
現状
(H25)

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

※事業充足率100％
　（定員1,570人×260日

＝408,200人日）

合計
全私立幼稚園（17
園）で実施

44,277 人日 ニーズ量×事業充足率100％

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

人日 ニーズ量×事業充足率100％H27

１号認定よる
利用

44,277 人日

２号認定によ
る利用

150,803

合計 195,080 人日
150,803 人日

H28

１号認定よる
利用

全私立幼稚園（17
園）で実施

43,333 人日 ニーズ量×事業充足率100％

43,333 人日

２号認定によ
る利用

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

149,543 人日 ニーズ量×事業充足率100％

149,543 人日

H29

１号認定よる
利用

全私立幼稚園（17
園）で実施

42,409 人日 ニーズ量×事業充足率100％
合計 192,876 人日

２号認定によ
る利用

長期休暇中の預かり
保育の実施　5施設

146,356 人日 ニーズ量×事業充足率100％
42,409 人日
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７ 病児保育事業 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

　医療機関併設型 1,872 人日 定員6人×312日

　保育所併設型 1040 人日 定員4人×260日
1施設　定員4人

H27 2,603 人日

2施設　定員10人
合計 2,912 人日

　医療機関併設型 1,872 人日 定員6人×312日
1施設　定員6人

人日

　保育所併設型 1040 人日 定員4人×260日
1施設　定員4人

2施設　定員10人
1,872 人日

合計 2,912 人日

　医療機関併設型

2,912

定員6人×312日
1施設　定員6人

　保育所併設型 1040

H29 2,495 人日

2施設　定員10人

1施設　定員4人

合計

H28 2,549 人日 定員4人×260日

　医療機関併設型

H30 2,459 人日

2施設　定員10人

　保育所併設型
1施設　定員4人

　医療機関併設型
1施設　定員6人

人日

1040

1,872

人日

人日 定員4人×260日

人日 定員6人×312日

合計 2,912 人日

1,872 人日

合計

定員6人×312日
1施設　定員6人

H31 2,424 人日

定員4人×260日
1施設　定員4人

合計 2,912 人日

　保育所併設型 1040

定員4人×260日
1施設　定員4人

　医療機関併設型 1,872 人日 定員6人×312日
1施設　定員6人

資料３５の
頁数

６頁

施策３

質の高い幼児期の学校教育・保育の提供

多様な保育ニーズへの対応

施策目標２

　保育所併設型 1040

2施設　定員10人

2,912 人日

人日

2施設　定員10人

1施設　定員6人

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

提供区域の設定 左の理由

１区域
（区域設定なし）

身近な地域において日常的な
利用に供する性質の事業では
ないため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

ニーズ調査
による

内容 区分

２施設において継続して病児保育を実施します。
現状のまま
継続

事業名 病児保育事業

概要
児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペー
ス等において看護師等が一時的に保育する事業です。
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８ 妊婦健康診査 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

事業名 妊婦健康診査

概要
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状
態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必
要に応じた医学的検査を実施する事業

提供区域の設定 左の理由

１区域
（区域設定なし）

区域毎に提供体制を整備する
性質の事業ではないため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

その他
児童人口推計の0歳児の人数＝妊婦数とみなし、妊婦の97％が妊婦健診を受ける
ものとして算出

内容 区分

保健センターにおいて現行の事業を継続して実施します。
現状のまま
継続

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

実施機関：都内協力
の医療機関

事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

合計

H27 1,986 人

実施機関：都内協力
の医療機関

1,986 人 ニーズ量×事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

合計 1,986 人

H28 1,935 人

実施機関：都内協力
の医療機関

1,935 人 ニーズ量×事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

合計 1,935 人

H29 1,884 人

実施機関：都内協力
の医療機関

1,884 人 ニーズ量×事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

合計 1,884 人

H30 1,847 人

実施機関：都内協力
の医療機関

1,847 人 ニーズ量×事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

H31 1,810 人

実施機関：都内協力
の医療機関

1,810
合計 1,847 人

人 ニーズ量×事業充足率100％

14回の妊婦健康診査
の公費負担の継続

資料３５の
頁数

７頁

施策１

母と子どもの健康支援

母子保健の充実

施策目標３

合計 1,810 人  
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９ 乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問） 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

事業名 乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問）

概要
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供
や養育環境等の把握を行う事業

提供区域の設定 左の理由

１区域
（区域設定なし）

区域毎に提供体制を整備する
性質の事業ではないため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

その他 出生数の96％に対し実施するものとして算出

内容 区分

保健センターにおいて現行の事業を継続して実施します
現状のまま
継続

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

実施機関：保健セン
ター

※事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計

H27 1,966 人

実施機関：保健セン
ター

1,966 人 ニーズ量×事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計 1,966 人

H28 1,915 人

実施機関：保健セン
ター

1,915 人 ニーズ量×事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計 1,915 人

H29 1,865 人

実施機関：保健セン
ター

1,865 人 ニーズ量×事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計 1,865 人

H30 1,828 人

実施機関：保健セン
ター

1,828 人 ニーズ量×事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計 1,828 人

H31 1,792 人

実施機関：保健セン
ター

1,792 人 ニーズ量×事業充足率100％

　助産師委託9人
　保健師職員10人

合計 1,792 人

資料３５の
頁数

７頁

施策１

母と子どもの健康支援

母子保健の充実

施策目標３
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１０ 養育支援訪問事業（育児支援家庭訪問） 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

合計 70 世帯

資料３５の
頁数

１０頁

施策１

配慮が必要な子どもと家庭への支援

児童虐待防止対策の推進

施策目標５

ニーズ量×事業充足率100％
　専門訪問員25人 （121 人）

　学生訪問員10人

合計 70 世帯

H31

70

（児童人数
121

世帯

人）

実施体制 70 世帯

ニーズ量×事業充足率100％
　専門訪問員25人 （121 人）

　学生訪問員10人

合計 70 世帯

H30

70

（児童人数
121

世帯

人）

実施体制 70 世帯

ニーズ量×事業充足率100％
　専門訪問員25人 （121 人）

　学生訪問員10人

合計 70 世帯

H29

70

（児童人数
121

世帯

人）

実施体制 70 世帯

ニーズ量×事業充足率100％
　専門訪問員25人 （121 人）

　学生訪問員10人

合計 70 世帯

H28

70

（児童人数
121

世帯

人）

実施体制 70 世帯

ニーズ量×事業充足率100％
　専門訪問員25人 （121 人）

　学生訪問員10人

合計

H27

70

（児童人数
121

世帯

人）

実施体制 70 世帯

※事業充足率100％
　専門訪問員24人
　学生訪問員7人

ニーズ量 確保方策 事業量 備考（事業量の積算等）

現状
(H25)

実施体制

その他 過去の実績値の平均に基づき算出

内容 区分

訪問員の職種にばらつきがあるため、人員体制の見直しを図ります。
見直して
継続

提供区域の設定 左の理由

１区域
（区域設定なし）

区域毎に提供体制を整備する
性質の事業ではないため

推計方法 推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

事業名 養育支援訪問事業（育児支援家庭訪問事業）

概要
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等
を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業
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１１ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

【事業提供区域の設定】

【ニーズ量の推計方法】

【確保方策の方向性・考え方】

【各年度のニーズ量及び確保方策（市全域）】

合計 2,494 人

（入会率100％）

高学年 放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施

850 人 ニーズ量×事業充足率100％
850 人

1,644 人

（入会率100％）

合計 2,528 人

H31

低学年 学童クラブを全小学
校区毎に実施

1,644 人 ニーズ量×事業充足率100％

（入会率100％）

高学年 放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施

855 人 ニーズ量×事業充足率100％
855 人

1,673 人

（入会率100％）

合計 2,562 人

H30

低学年 学童クラブを全小学
校区毎に実施

1,673 人 ニーズ量×事業充足率100％

（入会率100％）

資料３５の
頁数

１２頁

施策１

青尐年の健全育成

小学生の放課後の居場所づくり

施策目標６

各小学校区毎に提供体制を整備しているが、市内を
統一的に事業展開しており、提供体制が偏在しない
ため

左の理由

高学年 放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施

859 人 ニーズ量×事業充足率100％
859 人

1,703 人

（入会率100％）

合計 2,611 人

H29

低学年 学童クラブを全小学
校区毎に実施

1,703 人 ニーズ量×事業充足率100％

（入会率100％）

高学年 放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施

866 人 ニーズ量×事業充足率100％
866 人

1,745 人

（入会率100％）

合計 2,661 人

H28

低学年 学童クラブを全小学
校区毎に実施

1,745 人 ニーズ量×事業充足率100％

（入会率100％）

高学年 放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施

873 人 ニーズ量×事業充足率100％
873 人

人

（入会率100％）

H27

低学年 学童クラブを全小学
校区毎に実施

1,788 人 ニーズ量×事業充足率100％
1,788

※事業充足率100％

（入会率100％）

１区域
（区域設定なし）

概要

現状
(H25)

学童クラブを全小学
校区毎に実施

放課後子ども教室を
全小学校区毎に実施
（入会率100％）

合計

推計方法が「その他」の場合の具体的な推計方法

ニーズ量 確保方策 事業量 事業量の積算

内容 区分

事業名

３年生までについては、要件を満たす申込者の全員の受入を継続して実施しま
す。また、新たにニーズへの対応が必要とされる４年生以上については、放課後
子ども教室事業との連携により対応します。

見直して
継続

ニーズ調査
による

推計方法

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業
の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与
えて、その健全な育成を図る事業

提供区域の設定

 


