
平成３０年度

瑞　穂　町
子ども・子育て支援事業計画

進捗状況等管理票

■ 計画の基本的事項 ■

平成３１年１月末現在



１　幼児期の教育・保育

■１号認定（３～５歳 教育のみ） 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

定員（確保策）① 630 630

施設内訳

幼稚園２園
認定こども園（幼稚園部
分）２園
※管外幼稚園を除く

幼稚園２園
認定こども園（幼稚園
部分）　２園
※管外幼稚園を除く

実利用者数② 365

利用者内訳

平成３０年５月１日現在
幼稚園３園
認定こども園２園
ほか管外幼稚園、管外認定
こども園（１号認定）

①－② 265 630
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
・幼児教育無償化による影
響

達成度

Ｂ

詳　　細

幼稚園等の子ども・子育て
支援新制度移行調整中

【町内幼稚園】
如意輪幼稚園、松濤幼稚園
【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園、南平
保育園

・平成３０年４月に瑞穂の
ぞみ幼稚園を変更し、幼稚
園型認定こども園瑞穂のぞ
みこども園開園、定員40人
・平成３０年７月、保育所
型認定こども園南平保育園
開設、12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

-１-



１　幼児期の教育・保育

■２号認定（３～５歳 保育の必要性あり） 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

定員（確保策）① 464 464

施設内訳

認可保育所７園　　396人
認定こども園２園　48人
認証保育所２園　　23人
ほか管外認可及び認証保育
所、認定こども園

認可保育所７園　396人
認定こども園２園 48人
認証保育所２園　 23人
ほか管外認可及び認証保育
所、認定こども園

実利用者数② 475

利用者内訳

認可保育所７園　402人
認定こども園２園　39人
認証保育所２園　34人
ほか管外認可及び認証保育
所、認定こども園

①－② ▲ 11 464
課題

・待機児童解消
・保育士確保
・３歳児クラスに上がる際
の小規模保育事業所から認
可保育所等への連携施設の
確保
・幼児教育無償化による影
響

達成度

Ｂ

詳　　細

・平成３１年１月１日現在
の待機児童数は３歳1人、
計1人
・平成３０年７月に認証保
育所キッズルーム箱根ヶ崎
を廃止し、保育所型認定こ
ども園南平保育園開園

【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
【町内認定こども園】
瑞穂のぞみこども園、南平
保育園
【町内認証保育所】
ぴよぴよハウス、瑞穂すみ
れ保育園

・認証保育所の定員は、入
所者に応じて随時区分を変
更して弾力的な対応を実施
している。
・平成３０年７月に認証保
育所キッズルーム箱根ヶ崎
を廃止し、保育所型認定こ
ども園南平保育園開園、定
員18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

-２-



■３号認定（０～２歳 保育の必要性あり） 【担当課：子育て応援課】

年度 進捗状況

０歳 89 ０歳 89
１－２歳 228 １－２歳 228
合計 317 合計 317

施設内訳

利用者内訳

課題

達成度

Ｄ

▲ 15 317

13 89

定員
（確保策）

①

332 0

256実利用者数②

平成３０年度

認可保育所７園　250人
小規模保育事業所１園　18
人
認定こども園２園　34人
認証保育所２園　26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　4人

認可保育所７園　204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２園　35人

・平成３１年１月１日現在
の待機児童数は、０歳15
人、１歳10人、２歳3人、
計28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

認可保育所７園　204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２園　35人

平成３１年度

76

詳　　細

・待機児童解消
・保育士等確保

【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
【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
【町内認証保育所】
ぴよぴよハウス、瑞穂すみれ保
育園

・認証保育所の定員は、入所者
に応じて随時区分を変更して弾
力的な対応を実施
・平成３０年４月に小規模保育
事業所瑞穂のぞみ保育園を廃止
し、幼稚園型認定こども園瑞穂
のぞみこども園開園、定員19人
・平成３０年７月に認証保育所
キッズルーム箱根ヶ崎を廃止
し、保育所型認定こども園南平
保育園開園、定員18人

①－② ▲ 28 228

【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

■利用者の支援に関する事業 【担当課：健康課・子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

目標数① 1 1

施設内訳

保健センター
町子育て応援課保育・幼稚園係

保健センター
町子育て応援課保育・幼稚園係

設置数② 1

施設内訳

保健センター1箇所
（母子保健型）

①－② 0 1
課題

・母子保健型の実施に向け
た運用等の方法を検討中
・人員確保が難しいこと、
基本型が未実施のため、関
係機関との連携や支援の継
続性を保つことが課題

達成度

Ｂ

・子育て支援員研修修了者
を配置した利用者支援事業
は実施していないが、同様
のサービスを実施
・子育て支援用の冊子「子
育てほっとブック」の見や
すさや内容の拡充に努め
た。
・母子保健型の当該事業を
4月より実施

子ども・子育て支援交付金
及び出産・子育て応援事業
補助金を活用し、平成30年
4月から、保健センター内
に子育て世代包括支援セン
ター「ゆりかごステーショ
ン」を開設した。
専任の嘱託員2名を配置
し、利用者支援事業（母子
保健型）を開始した。

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

-４-



■時間外保育事業（延長保育） 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用希望者数① 88 85

施設内訳

認可保育所７園
認定こども園１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７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② 165

利用者内訳

・認可保育所
　石畑27人
  むさしの32人
  東松原25人
  狭山22人
  長岡13人
  みずほひじり14人
  とのがや16人
・認定こども園
　南平16人

①－② ▲ 77 85
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

・利用希望者に対する施設
確保は達成
・平成３０年７月に南平保
育園を開設し、１園増

【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
【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

【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-



■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 351 １-４年生 351
５-６年生 20 ５-６年生 20
合計 371 合計 371

施設内訳

利用者内訳

課題

達成度

Ｂ

371

①－②

33 351

詳　　細

実利用者数②

定員
（確保策）

①

3

318

20

321 0
１年生　129人
２年生　115人
３年生　 65人
４年生　  9人
５年生　  3人
６年生　　0人

・期間限定入所（夏季限定
保育）実施による待機児童
0人の達成
・期間限定入所（夏季限定
保育）入所者数42人
  内訳
  １年生2人
  ２年生4人
  ３年生5人
  ４年生17人
  ５年生12人
  ６年生2人

学童保育クラブ６カ所

・４月の待機児童0人の継
続
・老朽化した施設の整備

学童保育クラブ６カ所

50
【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）を試行的に実施、入所者
数42人
・所管替えによる引継実施済

17

平成３０年度 平成３１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-



■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 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用希望者数① 180 174

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② 122

利用者内訳

12月31日現在利用者数

①－② 58 174
課題

・固定的な利用者が多い現
状
・サービスの提供が必要な
ときに誰もがサービス利用
できるように周知を継続す
る必要あり
・子ども家庭支援センター
で申請手続きをしてから利
用することの周知徹底

達成度

Ｂ

詳　　細

利用希望者に対する施設確
保は達成

東京恵明学園（青梅市）

【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-



■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 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用見込者数① 198 187

施設内訳

保健センター 保健センター

実利用者数② 134

利用者内訳

12月末現在
・新生児訪問同時実施
　　120人
・未熟児訪問同時実施
    4人
・乳児家庭全戸訪問単独
　　10人

①－② 64 187
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回あたりにかかる時間が
長くなる傾向にある。再訪
問等による継続支援が必要
な家庭も増加傾向にある。
・全戸訪問により抽出され
た課題に対して、提供でき
る支援策の充実が引き続き
必要である。

達成度

Ａ

平成２９年１１月～平成３
０年８月生まれの全戸訪問
実施率　100％

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。
産前・産後サポート事業、
産後ケア事業を開始し、本
事業等によって把握した支
援の必要な家庭へのサービ
スを充実した。

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

-８-



■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に対する支援に資する事業 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用見込者数① 166 161

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 61

利用者内訳

1月末現在

①－② 105 161
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

Ｂ

詳　　細

・育児支援ヘルパーの派遣
を１１回実施。利用者１
人。
・若年夫婦などの特定妊婦
や産後うつ等の母、子ども
家庭支援センター相談員が
家庭訪問を実施し、養育に
ついて相談・支援を行うた
めに１月末までに５０回訪
問を実施した。

【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-



■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 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用希望者数① 5,271 5,160

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７園
認定こども園１園

児童館
子ども家庭支援センター
幼稚園３園
認可保育所７園

実利用者数② 4,111

利用者内訳

・児童館
  幼児1,887人、保護者1,709
 人、保育園児200人(12月末現
 在）
・子ども家庭支援センター
　 2,954人（1月末現在）
・幼稚園
　 如意輪549人、松濤84人、
　 瑞穂のぞみ102人
・認可保育所
　 石畑201人、むさしの20人、
　 東松原136人、狭山15人、
　 長岡2人、みずほひじり50人
   とのがや8人

①－② 1,160 5,160
課題

・都単独型及び類似事業は
実施しているが、子ども・
子育て支援交付金対象の事
業となっていない、補助金
対象事業とするための要件
クリアが厳しい状況
・利用者数が伸び悩んでお
り、新規利用者の増加が課
題
・町全体として事業の重複
がなく、利用者にとって体
系的で分かりやすい運用と
なるよう、施設間の連携及
び調整が必要

達成度

Ｂ

・児童館では、都単独型事
業を実施
・その他施設では、児童類
似事業を実施中

・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
幼児向け事業（おひさまひろ
ば、あつまれ！ぴよぴよ、親
子であそぼう、すくすくクラ
ブ）、移動児童館、その他子
育て支援事業を実施
・子ども家庭支援センター
保護者交流事業等を含め、セ
ンター利用者数を計上
・幼稚園
子育てひろばを全３園でほぼ
毎月実施
・認可保育所
子育てひろばを全７園でほぼ
毎月実施

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

-１０-



■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
一時 3,404 幼稚園

一時 3,264
幼稚園
定期 2,465 幼稚園

定期 2,365
保育所
一時 776 保育所

一時 753

施設内訳

利用者内訳

課題

達成度

Ｂ

753

▲ 872 3,264

利用希望者数①

296

1,697

4,276
実利用者数②

幼稚園２園
認可保育所７園
小規模保育事業所1園
認定こども園１園

平成３０年度 平成３１年度

詳　　細

・待機児童の増加に伴い、
保育園の一時預かり事業利
用者数も増加しており、入
所が厳しい日も発生
・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
・幼児教育無償化による影
響

【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
【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
【町内認証保育所】
ぴよぴよハウス、瑞穂すみ
れ保育園

・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

①－②

・幼稚園
【一時】如意輪5,197人、
　松濤920人、瑞穂のぞみ147人
【定期】如意輪1,696人、
　松濤0人、瑞穂のぞみ929人
・認可保育所
【一時】石畑724人
　　 　狭山32人
・認定こども園
【一時】南平1人

平成３０年７月１日から南
平保育園で一時預かり事業
を開始、認可保育所及び小
規模保育事業所全園で対応
が可能

幼稚園２園
認可保育所７園
小規模保育事業所1園
認定こども園１園

768 2,365

480

【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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■病児・病後児保育事業 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用希望者数① 30 30

施設内訳

実利用者数② 0

利用者内訳

未実施

①－② 30 30
課題

経費、近隣市の実績等を踏
まえ、総合的に判断した上
で実施方法を検討する必要
あり

達成度

Ｅ

詳　　細

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

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

【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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■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

未就学
児 185 未就学

児 179
小学校
低学年 608 小学校

低学年 589
小学校
高学年 41 小学校

高学年 40

施設内訳

利用者内訳

課題

達成度

Ｃ

・固定的な利用者が多い現
状
・サービスの提供が必要な
ときに誰もがサービス利用
できるように周知を継続す
る必要あり
・サービスの提供に支障を
きたさないように提供会員
を確保する必要あり

【会員数】
依頼会員　223人
提供会員 　37人
両方会員　　4人

詳　　細

①－②

126 179

利用希望者に対するサービ
ス提供は確保

子ども家庭支援センター

平成３０年度 平成３１年度

589

41 40

1月末現在利用者数

利用希望者数①

0

実利用者数②

524

84

59

子ども家庭支援センター

【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
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■妊婦健康診査 【担当課：健康課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

利用見込者数① 215 203

施設内訳

保健センター 保健センター

実利用者数② 134

利用者内訳

平成３０年４月～１２月に
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 81 203
課題

国・都などの動向により、
健診内容などを適宜変更す
る必要あり

達成度

Ａ

妊婦健診の受診状況は概ね
順調

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。

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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■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 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

上半期分の申請受付3件

課題

・当該制度の周知
・幼児教育無償化による影
響、給食費の実費徴収

達成度

Ａ

■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：福祉課】 【担当課：子育て応援課】

年度 平成３０年度 平成３１年度 進捗状況

現在のところ実施の必要な
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

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。

詳　　細

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
運用開始

・保育園の実費徴収状況確
認済
・当該事業の申請手続開始

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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