
令和２年度

第２期
瑞穂町子ども・子育て支援事業計画

進捗状況等管理票

■量の見込みと確保方策■
（計画の基本的事項）

令和３年１月末現在



１　幼児期の教育・保育

（１）１号認定 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年 令和３年 進捗状況

定員（確保策）① 487 487

施設内訳

特定教育・保育施設
幼稚園　１園
認定こども園(幼稚園部分）
２園

確認を受けない幼稚園
幼稚園　１園

※管外幼稚園を除く

特定教育・保育施設

確認を受けない幼稚園

※管外幼稚園を除く

実利用者数② 364

利用者内訳

令和３年２月１日現在
幼稚園　　　　　2園
認定こども園    2園
(１号認定）

①－② 123 487
課題

子ども・子育て支援新制度
への移行希望年度等随時調
整のうえ対応する必要あり

達成度

Ｂ

詳　　細

【町内幼稚園】
如意輪幼稚園　297人
松濤幼稚園　　 35人

【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園　29人
南平保育園　　    　 3人

・幼稚園等の子ども・子育
て支援新制度移行は松濤幼
稚園
・如意輪幼稚園は未移行

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-１-



１　幼児期の教育・保育

（２）２号認定 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年 令和３年 進捗状況

定員（確保策）① 472 476

施設内訳

特定教育・保育施設
認可保育所８園　414人
認定こども園２園　48人

ほか管外認可及び認証保
育所、認定こども園

特定教育・保育施設
認可保育所８園　414人
認定こども園２園　48人
　
認可外保育施設
ほか管外認可及び認証保育
所、認定こども園

実利用者数② 419

利用者内訳

認可保育所８園　348人
認定こども園２園 30人

ほか管外認可及び認証保
育所、認定こども園　41
人

①－② 53 476
課題

・待機児童解消
・保育士確保
・町内の認証保育所がなく
なったことによる待機児童
対策

達成度

Ｂ

詳　　細

【町内認可保育所】
石畑保育園
むさしの保育園
東松原保育園
狭山保育園
長岡保育園
みずほひじり保育園
とのがや保育園
ぴよぴよ保育園

【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園
南平保育園

・令和３年１月１日現在の
待機児童数は０人
・令和２年４月に認証保育
所ぴよぴよハウスを廃止
し、認可保育所ぴよぴよ保
育園開園
・認証保育所瑞穂すみれ保
育園閉園
・認可保育所みずほひじり
保育園の園舎増改築工事中

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-２-



（３）３号認定（０歳児、１・２歳児） 【担当課：子育て応援課】

年度 進捗状況

０歳 66 ０歳 72
１－２歳 212 １－２歳 238
合計 278 合計 310

施設内訳

０歳 67
１－２歳 244
合計 311 合計 0

利用者内訳

０歳 ▲ 1 ０歳 72 課題

１－２歳 ▲ 32 １－２歳 238
合計 ▲ 33 合計 310

達成度

Ｂ

詳　　細

・待機児童解消の継続
・保育士等確保
・町内の認証保育所がなく
なったことによる待機児童
対策【町内認可保育所】

石畑保育園
むさしの保育園
東松原保育園
狭山保育園
長岡保育園
みずほひじり保育園
とのがや保育園
ぴよぴよ保育園

【町内小規模保育事業所】
ゆめのもり保育園

【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園
南平保育園

①－②

・令和３年２月１日現在の
待機児童数は、０歳７人、
１歳２人、２歳１人、計１
０人
・各園の弾力的対応の協力
により待機児童数は上記の
とおり
・令和２年４月に認証保育
所ぴよぴよハウスを廃止
し、認可保育所ぴよぴよ保
育園開園
・認証保育所瑞穂すみれ保
育園閉園
・認可保育所みずほひじり
保育園の園舎増改築工事中

認可保育所８園　222人
小規模保育事業所１園 19人
認定こども園２園 　37人

令和２年度

認可保育所８園　222人
小規模保育事業所１園 19人
認定こども園２園 　37人
認証保育所１園　20人

令和３年度

定員
（確保策）

①

実利用者数②

認可保育所８園　237人
小規模保育事業所１園 18人
認定こども園２園　31人
認証保育所０園　　0人
ほか管外認可及び認証保育
所、認定こども園、事業所
内保育事業所 25人

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-３-



２　地域子ども・子育て支援事業

（１）利用者支援事業 【担当課：健康課・子育て応援課】

年度 令和３年度 進捗状況

目標数① 1

施設内訳

設置数②

施設内訳

①－② 1
課題

・基本型が未実施のため、
就学年齢以上の家庭の支
援、発達障がいを持つお子
さんの継続的・包括的な支
援を行うことが難しい。
・適切な相談支援を行うた
め、専門的な知識と相談技
術を持つ相談員が必要だ
が、相談員の応募がなく、
人員の確保が難しい。

達成度

Ｂ

令和２年度

1
保健センター

1

詳　　細

保健センター内に設置した
子育て世代包括支援セン
ター「ゆりかごステーショ
ン」で、専任の相談員によ
る相談支援を行っている。
支援が必要な妊産婦・子育
て家庭は依然多く、支援内
容も複雑化・多問題化して
いる。相談員の増員を図っ
たが、定員を満たしていな
いため、人員が不足してい
る。
10月から、外国人住民への
相談業務の効率化と専門性
を保つため、タブレットに
よる外国語遠隔通訳を導入
した。

母子保健型の当該事業を平
成30年4月から実施

保健センター1箇所
（母子保健型）

0

保健センター

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-４-



（２）延長保育事業 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用希望者数① 135 124

施設内訳

認可保育所８園
認定こども園２園
小規模保育事業所１園
ほか管外認可及び小規模保
育所、認定こども園

認可保育所８園
認定こども園２園
小規模保育事業所１園
ほか管外認可及び小規模保
育所、認定こども園

実利用者数② 104

利用者内訳

【認可保育所】
　石畑保育園　　  15人
  むさしの保育園　21人
  東松原保育園　　 7人
  狭山保育園　　　15人
  長岡保育園　　　16人
  みずほひじり保育園　6人
  とのがや保育園　 9人
　ぴよぴよ保育園　 0人
【認定こども園】
　南平保育園　　  15人
　瑞穂のぞみこども園　0人
【小規模保育事業所】
　ゆめのもり保育園　0人

①－② 31 124
課題

・朝の時間の延長保育の実
施
・保育料減免対象世帯への
適正対応の追求
・保育士のシフト調整が困
難

達成度

Ｂ

詳　　細

【町内認可保育所】
石畑保育園
むさしの保育園
東松原保育園
狭山保育園
長岡保育園
みずほひじり保育園
とのがや保育園
ぴよぴよ保育園

【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園
南平保育園

【町内小規模保育事業所】
ゆめのもり保育園

・利用希望者に対する施設
確保は達成
・令和２年４月にぴよぴよ
保育園を開設し、１園増

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-５-



（３）放課後児童健全育成事業（学童保育クラブ） 【担当課：子育て応援課】

年度 進捗状況

１-４年生 377 １-４年生 387
５-６年生 4 ５-６年生 4
合計 381 合計 391

施設内訳

１-４年生 274 １-４年生

５-６年生 3 ５-６年生

合計 277 合計 0

利用者内訳

１-４年生 103 １-４年生 387 課題

５-６年生 1 ５-６年生 4
合計 104 合計 391

達成度

Ｃ

令和３年度

・令和2年4月1日時点で待
機児童は1名だったが、期
間限定入所（夏季限定保
育）実施により0人となっ
た。
・期間限定入所（夏季限定
保育）入所者数23人
  内訳
  １年生1人
  ２年生1人
  ３年生5人
  ４年生10人
  ５年生6人
  ６年生0人

学童保育クラブ６カ所

・４月時点での待機児童0
人の達成
・老朽化した施設の整備

詳　　細

実利用者数②

【町内学童保育クラブ】
あすなろ
あすなろ分室
瑞穂第二小
瑞穂第三小
瑞穂第四小
瑞穂西松原学童保育クラブ

・期間限定入所（夏季限定保
育）を実施、入所者数23人

１年生　123人
２年生　 96人
３年生　 41人
４年生 　14人
５年生  　3人
６年生　　0人

①－②

定員
（確保策）

①

学童保育クラブ６カ所

令和２年度

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-６-



（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用希望者数① 126 108

施設内訳

子ども家庭支援センター
（東京恵明学園）

子ども家庭支援センター
（東京恵明学園）

実利用者数② 46

利用者内訳

令和2年度実利用者数4名
利用者数延べ46名
※上記実利用者数は延べ人
数を記載しています。
令和3年1月末現在

①－② 80 108
課題

小学生の受け入れ先の確保

達成度

Ｃ

詳　　細

東京恵明学園（青梅市）

利用希望者に対する施設確
保は達成できている。

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-７-



（５）乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 【担当課：健康課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用見込者数① 181 177

施設内訳

保健センター 保健センター

実利用者数② 138

利用者内訳

・新生児訪問同時実施
　　114人
・未熟児訪問同時実施
    10人
・乳児家庭全戸訪問単独
　　14人
（1月末現在）

①－② 43 177
課題

・乳児家庭全戸訪問の実施
率は目標を達成している
が、引き続き100%を達成す
るために、事業内容の周知
やきめ細かい連絡などを継
続する必要がある。
・育児不安等により、訪問
1回あたりの所要時間が長
くなる傾向が続いているほ
か、継続支援が必要な家庭
の数の増加、問題の複雑化
が見られる。
・本事業を通じて抽出され
た課題に対して、提供でき
る支援策の充実が必要であ
る。

達成度

Ａ

令和元年11月～令和2年10
月生まれの全戸訪問実施率
100%

詳　　細

妊娠届出からの情報を把握
している健康課で、新生児
訪問と一体的に本事業を実
施している。
このことにより、妊娠期か
らの情報を、対象者の把握
や支援に活かしている。
また、保健師等が訪問を実
施することにより、専門的
な視点で支援の必要性の有
無などを判断し、必要な支
援につなげている。
本事業実施の際に配布して
いる育児パッケージは、訪
問を拒否する方への動機づ
けとなっている。
家事援助、複数の子どもを
持つ家庭での外出支援の
ニーズに対応するサービス
が不足している。

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-８-



（６）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【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用見込者数① 65 65

施設内訳

子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センター

実利用者数② 69

利用者内訳

令和2年12月末現在
・育児・家事援助　27回
（ヘルパー派遣）

・専門的相談支援　42回

①－② ▲ 4 65
課題

育児支援ヘルパーの派遣
は、若年妊婦などの特定妊
婦や産後うつ等の母、問題
を抱える家庭などの児童虐
待へのリスクをどれだけ軽
減できるかを適切に評価し
た上で活用する必要があ
る。

達成度

Ａ

詳　　細

・育児支援ヘルパーの派遣
を27回実施。利用者4世
帯。
・若年妊婦などの特定妊婦
や、不適切養育等の保護者
に対し、子ども家庭支援セ
ンター相談員が家庭訪問を
行い、養育についての相
談、支援を行った。

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施

-９-



（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば等） 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用希望者数① 10,365 9,958

施設内訳

児童館
子ども家庭支援センター
幼稚園２園
認可保育所８園
認定こども園２園

児童館
子ども家庭支援センター
幼稚園２園
認可保育所８園
認定こども園２園

実利用者数② 3,519

利用者内訳

【児童館】
  幼児896人、保護者783人、
  保育園児0人
【子ども家庭支援センター】
　令和3年1月末現在
　未就学児675人
　児童　　 98人
　保護者　773人　計1,546人
【幼稚園】
　 如意輪　100人、松濤　2人
【認定こども園】
　 瑞穂のぞみ0人、南平2人
【認可保育所】
　 石畑100人、むさしの0人、
　 東松原68人、狭山5人、
　 長岡4人、みずほひじり13人
   とのがや0人、ぴよぴよ0人

①－② 6,846 9,958
課題

・新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点より、今後
の実施方法を検討していく
必要がある。
・町全体で事業の日時、内
容等に重複がないよう、ま
た、利用者にとって体系的
で分かりやすい運用となる
よう、各施設と調整を行う
必要がある。

達成度

Ｄ

・児童館では、都単独型事
業を実施している。町の待
機児童対策や幼児教育・保
育の無償化の効果により保
護者が家庭で子育てする時
間が減少傾向にあるため
か、利用者数も減少傾向に
ある。

・子ども家庭支援センター
新型コロナウイルス感染症
対策により事業の中止及び
利用制限を設けていたこと
により前年度に比べ利用者
数は大幅に減少している。

・保育・幼稚園係
新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止対策を行い
ながら１０園は子育てひろ
ばを実施したが、２園は参
加者なしで、２園のみ、新
型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため中止と
した。

詳　　細

・児童館では、各種事業を児童館
や各コミュニティセンター等で実
施した。また、地域の子育てサー
クル等各種団体に貸館等を行うこ
とにより、幼児と保護者が相互に
交流できる機会を提供した。
・児童館幼児事業（おひさまひろ
ば、あつまれ！ぴよぴよ、あつま
れ！ヨチヨチ、親子であそぼう、
仲良しフリーデー、ゴーゴー体
操、すくすくクラブ、【新】仲良
しフリータイム）、移動児童館、
その他子育て支援事業を実施（達
成度Ｂ）
・子ども家庭支援センター
保護者交流事業を含め、センター
利用者数を計上。新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、利用者
数減（達成度Ｄ）
・幼稚園
全２園4～9月は中止、10～翌1月
は２園が実施
・認定こども園
全２園4～9月は中止、10～翌1月
は２園が実施
・認可保育所
８園中６園が4～9月は中止、10～
翌1月は８園中６園が実施、２園
が未実施
（達成度Ｄ）

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（８）一時預かり事業 【担当課：子育て応援課】

年度 進捗状況

幼稚園 9,125 幼稚園 8,942
幼稚園
型以外 1,138

幼稚園
型」以
外 1,093

計 10,263 計 10,035

施設内訳

幼稚園 5,320 幼稚園

幼稚園
型以外 525

幼稚園
型」以
外

計 5,845 計 0

利用者内訳

幼稚園 3,805 幼稚園 8,942 課題

幼稚園
型以外 613 幼稚園

型以外 1,093
計 4,418 計 10,035

達成度

Ｂ

利用希望者数①

実利用者数②

幼稚園２園
認可保育所８園
小規模保育事業所１園
認定こども園２園

・障がい児が利用する場
合、受入可能人数が減とな
るため、対応が厳しい状況
・待機児童対策として、幼
稚園一時預かり事業の活用
が必要

令和３年度

詳　　細

【町内幼稚園】
如意輪幼稚園、松濤幼稚園

【町内認可保育所】
石畑保育園、むさしの保育園
東松原保育園、狭山保育園
長岡保育園、みずほひじり保育園
とのがや保育園、ぴよぴよ保育園

【小規模保育事業所】
ゆめのもり保育園

【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園、南平保育園

・石畑保育園は一時保育専用室あり
・その他施設は、余裕教室を活用し
て実施

【幼稚園】
  如意輪5,320人
【認可保育所】
　石畑475人、むさしの1人
【認定こども園】
　南平　2人
【小規模保育事業所】
　ゆめのもり47人

①－②

・認可保育所、小規模保育
事業所、認定こども園及び
幼稚園で対応が可能
・幼稚園型一時預かりにつ
いては、新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大防止の
ため4～6月は未実施

幼稚園２園
認可保育所８園
小規模保育事業所１園
認定こども園２園

令和２年度

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用希望者数① 30 30

施設内訳

未実施 病児・病後児保育利用料補
助事業実施

実利用者数② 0 0

利用者内訳

未実施

①－② 30 30
課題

病児・病後児保育利用料補
助の周知と開始後の検証

達成度

Ｅ

（９）病児保育事業、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[病児・緊急対応強化事業]）

詳　　細

・利用者補助金制度創設、
新設保育園または公立保育
園への併設、訪問型事業制
度の創設等研究中
・令和3年度より病児・病
後児保育利用料補助事業実
施予定

【概要】
子どもが病気等により登
園・登校できなく、保護者
が仕事等で看護できない場
合子育てと就労の両立を支
援し、経済的な負担軽減を
図ることを目的とする。訪
問型サービスと施設型サー
ビスの2種類。

・近隣市の開設状況等を調
査済、他市町村で、保育園
以外の病後児保育を行って
いるところは、福生市、羽
村市、あきる野市、日の出
町、檜原村、昭島市、武蔵
村山市、立川市等
・病児・病後児保育事業施
策企画案を検討中
・令和3年度より病児・病
後児保育利用料補助事業実
施

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（10）子育て援助活動支援（ファミリー・サポート・センター）事業 【担当課：子育て応援課】

年度 進捗状況

利用希望者数①

施設内訳

実利用者数②

利用者内訳

①－② 未就学
児 ▲ 184 未就学

児 103 課題

達成度

Ａ

子ども家庭支援センター

利用希望者に対するサービ
ス提供は確保できている。

子ども家庭支援センター

令和2年度利用者数
令和3年1月末現在　活動件
数
延べ291人

令和２年度 令和３年度

詳　　細

・必要な時にサービスを受
けられる体制を整えてお
く。
・提供会員の確保。

107 103

291

【会員数】
依頼会員　205人
提供会員 　44人
両方会員　　6人　計255人

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（11）妊婦健康診査 【担当課：健康課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

利用見込者数① 182 178

施設内訳

保健センター 保健センター

実利用者数② 116

利用者内訳

1月末までに妊婦健康診査
受診票（１回目）を受理し
た数（受診日とは異なる）

①－② 66 178
課題

国・都などの動向により、
健診内容や助成金額、回数
などを変更する可能性あ
り。

達成度

Ａ

4～6月頃、妊婦健康診査受
診票の返送数が少ない時期
があった。新型コロナウイ
ルス感染症流行の影響によ
ると思われる。

詳　　細

妊娠届出時、全数面接の場
で受診勧奨し、受診状況は
町に返送される受診票で適
宜確認するとともに、受診
が滞っていることが予測さ
れる場合、電話等により個
別に状況を把握し、受診勧
奨している。

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況
・平成３０年度から当事業開
始、３年目となり、適正に進
行中
・幼児教育・保育無償化に伴
い、施設等利用給付費認定保
護者のうち低所得で生計が困
難な保護者が支払うべき副食
費の一部を補助した。

課題

当該制度の周知

達成度

Ａ

（13）多様な主体が参画することを促進するための事業 【担当課：子育て応援課】

年度 令和２年度 令和３年度 進捗状況

事業実施必要なしと判断

課題

国及び東京都、他区市町村
の動向を注視していく必要
あり。

達成度

子ども・子育て支援交付金
の対象事業のひとつであ
り、交付要綱が定められて
いる。

子ども・子育て支援新制度
の認定子どもで、生活保護
世帯、または、住民税非課
税世帯であってひとり親等
の世帯である家庭を対象に
実施

・当該事業の定着促進

・当該事業の申請手続、補
助金の交付を開始した。
支給延べ人数：8人
支給金額：19,600円

・幼児教育・保育無償化に
伴う、副食費の補足給付
支給延べ人数：196人
支給金額：861,750円

詳　　細

詳　　細

【達成度】A：目標を達成　B：おおむね目標を達成　C：若干目標には達せず　D：大幅に目標に達せず　E：検討中及び未実施
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